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テクノロジー犯罪・嫌がらせ犯罪を撲滅するための要望書 

 

                         ２００９年５月１２日 

アメリカ合衆国大統領 

バラク・フセイン・オバマ・ジュニア 様 

 

                  特定非営利活動法人 

                  テクノロジー犯罪被害ネットワーク 

                  理事長 石橋輝勝 

                  〒102-0072 

                  東京都千代田区飯田橋二丁目９番６号 

                  東西館ビル本館２１号室        

                  電話＆FAX 03-5212-4611 

 

要望趣旨 

 

当「特定非営利活動法人テクノロジー犯罪被害ネットワーク」は１９９８年１

月２５日任意団体「電波悪用被害者の会」として発足し、その後一貫して、電磁

波・超音波等目に見えない媒体を使ってピンポイントで特定個人の身体、精神に

影響を与える－テクノロジー犯罪－と、特定少数・不特定多数による特定個人に

対する－嫌がらせ犯罪－を解決すべく取り組んでまいりました。これまでに日本

国内で５００名を越える被害者を確認してその居住権から全国的広がりがある

ことが分かってまいりました。その内の３００名に詳細なアンケートにお答え頂

き、テクノロジー・嫌がらせ両犯罪に確信をもつことができました。当ＮＰＯは

日本の被害者を対象としておりますが、同様の犯罪被害は貴国を含め全世界で報

告されております。ちなみに貴国のある団体はテクノロジー犯罪を隠然たるハラ

スメント（covert harassment）、嫌がらせ犯罪を公然たるハラスメント（overt 

harassment）と表現しております。ハラスメントは「打って打って打ちまくる」

ことですから、隠然たる方法と公然たる方法で被害者を打って打って打ちまくる

ということであります。このような攻撃に晒されている被害者は各国それぞれに

問題解決に向けて努力しておりますが、未だ解決への糸口が掴めておりません。

その端緒を開けるのはオバマ大統領以外ないと考えこの要望書を提出すること

にした次第です。以下、アンケート調査から明らかになった犯罪事実をお知らせ

致しますとともに、要望事項を記すことに致します。オバマ大統領の本問題への

ご理解と問題解決に向けての速やかなる対応を切にお願い申し上げます。 
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テクノロジー犯罪・嫌がらせ犯罪事実 

 

（１）テクノロジー犯罪には、遠距離から、見えない方法で、特定個人を四六時

中つきまとうことができるテクノロジーが使われています。 

（２）テクノロジー犯罪には、遠距離から、見えない方法で人間の生理機能・運

動機能・五感・感情・三欲・思考に影響を及ぼすことができるテクノロジーが使

われています。 

（３）テクノロジー犯罪には、遠距離から、見えない方法で声・音を聞かせるテ

クノロジーが使われています。 

（４）テクノロジー犯罪には、遠距離から、見えない方法で映像を見せるテクノ

ロジーが使われています。 

（５）テクノロジー犯罪には、遠距離から、見えない方法で身体の各部位をピン

ポイントで攻撃できるテクノロジーが使われています。 

（６）テクノロジー犯罪には、遠距離から、見えない方法で、異物を標的に命中

させることができるテクノロジーが使われています。 

（７）テクノロジー犯罪が可能にしている個人攻撃は多様で、プログラム次第で

いかようにもアレンジでき、しかも一日２４時間、一年３６５日、日本中どこへ

移動しようがその影響下に置くことができるようにシステム化・ネットワーク化

されていると考えられます。 

（８）テクノロジー犯罪には嫌がらせ犯罪が伴っています。 

（９）嫌がらせ犯罪は、詳細な打ち合わせがなければ行なえないことから、それ

を計画し、実行する組織が被害者の周辺に存在しなければできない犯罪です。 

（１０）嫌がらせ犯罪は他地域に移動しても行われることから、上記組織が各地

に存在し（各自治体単位）、組織間の連絡網が完備していると考えられます。 

（１１）嫌がらせ犯罪は、被害者を絶えず監視していなければ行なえないことか

ら、最先端の監視テクノロジー（盗聴・盗撮テクノロジー）が使われていると考

えられます。 

（１２）嫌がらせ犯罪と同時にテクノロジー犯罪を仕掛けてダメージを倍化させ

る手法が採られていることから、両犯罪を計画して実行する組織は同一か密接な

関係があることが考えられます。 

（１３）テクノロジー犯罪、嫌がらせ犯罪の対象者は老若男女を問いません。子

供の頃からの被害者も多く存在します。 

（１４）テクノロジー犯罪、嫌がらせ犯罪は４０年を越える歴史があると考えら

れます。 

（１５）テクノロジー犯罪、嫌がらせ犯罪、どちらも突然畳み掛けられた場合、



 3 

パニックに陥っておかしくない攻撃であります。パニックに陥ることがむしろ人

間の自然であります。そのような被害者の受け入れ場所として精神病院が位置づ

けられ定着しようとしています。これは正しい対処の仕方ではありません。この

精神病院への位置づけにも作為が働いていることが考えられます。 

（１６）両犯罪により多くの被害者が職を失うだけでなく、６名は命まで失って

おります（内訳、自殺者３名、殺された方１名、心不全１名、理由不明１名）。

これは完全な個人破壊であります。 

（１７）被害者のほとんどは家族の無理解に苦しんでおり、そのことから家族崩

壊の状態に陥ります。少数ですが、家族全員が被害者である場合もあります。こ

れは完全な家族破壊であります。 

（１８）犯罪主体を近隣住民と考えている被害者が多く、これは近隣トラブルに、

場合によっては犯罪に発展する恐れがあります。これを各所で、また全国的に実

施すれば社会破壊・国家破壊も可能と考えます。 

 

 以上がアンケート調査の結果から明らかになった犯罪事実でありますが、両犯

罪の歴史が４０年に及ぶことから、相当使われて今日の社会があると考えられま

す。そのためこの問題は現実社会を知る上で極めて重要であります。しかし見え

ないために一般には全く分からないまま用いられて社会構築が為されてきたと

考えられます。よって両犯罪をこのままにしてその上塗りの社会を構築するのと、

両犯罪が原因しているものを正しく捉えて、それを解決する方向で社会を構築し

ていくのとでは大きな違いが生じてまいります。後者を行なうにはテクノロジー

犯罪を見抜く必要があります。しかしそれは経験しないと分らないものがありま

すし、経験してもそれはほんの一部のようで、実際は壮大なレベルで使われてい

る可能性があります。とにかくその現実を知る端緒となりますのが当ＮＰＯの実

施したアンケート調査結果であります。私自身４０年にわたる被害者と自認して

おりますことから、このアンケート調査結果は自信をもって公表できるものであ

ります。しかし、この問題を知れば知るほど、その解決には高度な政治判断と世

界を説得して各国同意の上で対処していく強力なリーダーシップが必要と考え

るようになりました。それができるのはアメリカ大統領の立場にあるオバマ大統

領以外にないと考え以下要望する次第です。 

 

要望事項１．人権・自由・平等・民主主義を危険に陥れ、国民の絶対管理につな

がる「つきまといテクノロジー」が稼動していることをご理解の上、人工衛星に

よる一般市民の監視を禁止する条約を締結する等、その危険から被害者だけでな

く貴国民および世界の人々を守る対策を早急に実施して下さい。 
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 犯罪事実（１）にありますように、被害者を絶えずつきまとうテクノロジーが

稼動しており、それは４０年の歴史があると考えられます。そのターゲットにさ

れている被害者は、特別に罪を犯したわけでもない一般市民であり、老若男女を

問わず、子供のころからの被害者もいることは、この犯罪を知る上で見逃しては

ならない点であります。さらに被害者のほとんどがこのような犯罪に巻き込まれ

る理由が分からないと証言しておりますことも重要であります。無実の人間が、

子供のころから、理由も分からずに、つきまといテクノロジーのターゲットにさ

れている、しかも４０年も前からそれが行なわれていた事実をご理解頂きますよ

うお願い申し上げます。またこのテクノロジーは全ての国民に適用できるもので

あること、それは国民の絶対管理につながる危険性があることも合わせてご理解

頂きますようお願い申し上げます。 

テクノロジーで絶えずつきまとうだけでも大変な人権侵害であり、自由を侵害

するものでありますが、この技術を知る者そうでない者との隔絶した差を生じさ

せることから平等性を著しく侵害することも明らかであります。さらには、この

技術を使えるのが国家でその対象が国民ということになりますと、国家が絶大な

権力を握り、民主主義を否定することになりますことも十二分にご理解頂きます

ようお願い申し上げます。そしてそれを可能にするテクノロジーの一つが人工衛

星の利用でありますことから、人工衛星による一般市民の監視を禁止する条約を

締結する等、つきまといテクノロジーの危険から被害者だけでなく貴国民および

世界の人々を守る対策を早急に実施して頂きますようお願い申し上げます。 

 

要望事項２．拷問等禁止条約に抵触するシステム化・ネットワーク化された拷問

テクノロジーが社会の隅々に張り巡らされている現実をご理解の上、それを速や

かに排除して悪用できないようにして下さい。 

 

 犯罪事実（２）～（６）にありますように、テクノロジーによるつきまといと

同時に様々なピンポイント攻撃が行なわれております。しかも犯罪事実（７）に

ありますように、この攻撃は一日２４時間一年３６５日続けられるのです。正に

居ながらにして拷問状態に置かれているのと同じであります。これは拷問等禁止

条約に反した犯罪行為であります。無実の一般市民が、子供のころから、理由も

分からずに拷問にあっている事実とともに、それを可能にするテクノロジーがシ

ステム化・ネットワーク化されて社会の隅々に張り巡らされている現実もご理解

頂きまして、それを速やかに排除して悪用できないようにして頂きますようお願

い申し上げます。 

 

要望事項３．人間コントロール・テクノロジーの存在をご理解の上、その悪用を
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早急に止めて下さい。 

  

犯罪事実（２）にありますように、テクノロジー犯罪には、遠距離から、見え

ない方法で、人間の生理機能・運動機能・五感・感情・三欲・思考に影響を及ぼ

すテクノロジーが使われておりますが、それは単なる影響を越えてコントロール

という表現が適切なレベルにあります。しかしテクノロジーの悪用を認識できな

い段階では全くそれを知覚することができないものであります。私自身４０年に

わたる被害者と自認しておりますが、１９９５年５月１７日から始まった集中攻

撃以前の四半世紀は全く認識できず、自分の問題として対処しておりましたこと

から、このテクノロジーの無知覚性を断言できます。知覚できないテクノロジー

で人間の生理機能・運動機能・五感・感情・三欲・思考に影響を及ぼせるという

ことは大変恐ろしい事実で、テクノロジーによる人間コントロールの時代に入っ

ていることを証明するものであります。そしてそれが既に悪用されている事実を

ご理解頂きまして、その悪用を早急に止めて頂きますようお願い申し上げます。 

 

要望事項４．人間コントロール・テクノロジーへの依存は廃人を作り出すことと

同じであり、麻薬以上の依存症を生み出して、抜けるに抜けられない呪縛社会を

作り出してしまうことから、速やかに情報公開してその危険を喚起して下さい。 

 

人間コントロール・テクノロジーの被害者の一人として、このテクノロジーが

結果することを体験しましたのでここに記すことに致します。それは映像送信と

衝動をかき立てるマインド・コントロールに促されて行動していたときのことで

あります。促されたといっても意識ははっきりしており、自分の意識で行動して

いたことは確かであります。ただその時はまだテクノロジー被害を認識しており

ませんでした。送られてくる映像と衝動を掻き立てるテクノロジーに促されて車

で旅をすることになったのですが、東北地方を走行中映像が全く途切れたときが

あります。それと同時に恐怖心が増してさらに車を走らせることができなくなっ

た経験であります。人間コントロール・テクノロジーを放置しておきますと、そ

れを多用する社会になることは間違いないと思いますが、そのテクノロジーがな

んらかの原因で途切れたとき、全く何もできない廃人になる可能性をこの経験か

ら知ったのであります。子供のころからそれが当たり前という生活に浸ってしま

いますと、その中断は本当の廃人でありましょう。この経験から将来が大方見え

てくると思います。莫大なお金と優秀な頭脳を動員して開発した結果が廃人の群

れであります。このテクノロジーは麻薬と同じで、依存すればするほどそれから

抜けられなくなることも間違いないと思われます。それが見えたら一刻も早く人

間コントロール・テクノロジーの存在を情報公開してその危険を喚起することで
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あります。そして莫大な予算と優秀な頭脳を真に将来を託せる開発に振り向ける

ことであります。その舵取りを任されたのがオバマ大統領でありますこと重々ご

認識頂きますようお願い申し上げます。 

 

要望事項５．テクノロジーで引き起こされる現象を統合失調症として病人扱いす

る精神医学の見解を是正するよう促して下さい。 

 

 犯罪事実（３）（４）にありますように、声・音・映像送信は典型的なテクノ

ロジー被害であります。ところが、声・音被害を幻聴と捉え、映像被害は幻覚と

捉えて、統合失調症と診断して病人扱いするようにしているのが精神医学であり

ます。また犯罪事実（１５）にありますように、テクノロジー犯罪・嫌がらせ犯

罪どちらも突然畳み掛けられた場合パニックに陥ります。それが人間の自然と思

われますが、その状態を見ただけで精神病院に回されてしまうこともあるのです。

統合失調症は精神医学では世界的に認められているものですが、被害者の立場か

らすると、テクノロジーで引き起こされた現象を病気として定義付けているよう

に思えてなりません。医学上権威ある見解を覆すにはテクノロジーの現実が公に

されることが第一であります。人為を自然として医学上権威付けることは後世に

大きな負の遺産となりますので、早急に人間コントロール・テクノロジーの存在

を公にして、精神医学の見解を是正するよう促して頂きますようお願い申し上げ

ます。 

 

要望事項６．守秘義務とされている軍事テクノロジーのなかでテクノロジー犯罪

に利用できる技術を情報公開して下さい。 

  

 最先端のテクノロジーは人間をコントロールできる段階にあるにもかかわら

ずそれが一般に知らされていないのは大問題であります。国防上、情報流出が国

民の不利益となることから守秘義務とされている軍事テクノロジーがあること

は理解できます。しかし無実の子供にまで悪用されているテクノロジーを守秘義

務として守る価値はないのであります。守秘義務を守れば守るほど国民を殺すこ

とになります。守秘義務とされている軍事テクノロジーでテクノロジー犯罪に利

用できる技術については積極的に公開して頂きますようお願い申し上げます。 

 

要望事項７．「テロとの戦いの時代」のテンションを高めると国民絶対管理に正

当性を与えることから、そのテンションを下げる政治を断行して下さい。 

 

 テクノロジー犯罪を公にできない大きな理由にテロ対策があると思われます。
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９１１アメリカ同時多発テロ以来テロ対策で世界が一致しておりますが、そのテ

ロ対策を徹底しますと、国民の絶対管理となり、前述した「つきまといテクノロ

ジー」の利用に正当性を与えることになります。被害者からみますと、遠の昔に

国民総つきまといテクノロジーが稼動していて、その理由付けにテロ対策がでっ

ち上げられたのではないかと思えるほどであります。その真偽はともかくとして、

テロ対策を強固にすればするほど国民を縛ることになることは明らかでありま

す。そのことから本問題を解決するには９１１テロ以来高まっているテロ対策の

テンションを下げる必要があります。その意味で高度な政治判断と世界を説得す

る力と強力な指導力がなければできないことであります。２０世紀前半は戦争で

明け暮れ、後半は「冷戦の時代」としたために米ソの代理戦争でアジア・アフリ

カの多くの国が悲惨な状態に陥りました。２１世紀を「テロとの戦いの時代」と

してしまいますと、今度は先進国の国民も含めて世界の人々をテクノロジーによ

る絶対管理の悲惨な状態に追い込むことになります。これはだれも望むところで

はありません。オバマ大統領には前ブッシュ政権が始めた「テロとの戦いの時代」

を大きく変える政治を断行して頂きますよう切にお願い申し上げます。それが本

問題の解決にもつながるはずであります。 

 

要望事項８．シビリアンコントロールに徹した指導力を発揮して世界を導いて下

さい。 

 

 テクノロジー犯罪に使われている技術の元は軍事テクノロジーにあると考え

ます。その軍事テクノロジーは民生用の３０年先は行っていると思われます。最

先端のテクノロジーが軍事テクノロジーであるという事実、そこに最高の頭脳が

集まっているという事実、軍事で不必要になったものが民生用として一般の使用

が許されるという事実は人類にとって不幸なことであります。絶対に勝つことは

軍を任された者の使命ですが、その軍部の意思に押し切られないように働くのが

政治家であります。しかし前ブッシュ大統領は、９１１テロ以来、２１世紀を再

度戦争の世紀とするかのような印象を与える政治をしてしまいました。しかもそ

のような非常時にもかかわらず、休日が多かったようで、テキサスの牧場で馬に

乗って楽しんでいる様子が紹介されていました。それらのことからシビリアンコ

ントロールのことなど全く脳裏になかったのではないかと思えてきます。政治家

は絶対に勝つ使命で貫かれた軍部とは一線を画した存在でなければなりません。

そう在ることがシビリアンコントロールの基本と考えます。一時『大国の興亡』

や『文明の衝突』という書物がもてはやされましたが、貴国民も世界の人々もそ

のどちらも望んでいないと思われます。歴史にかつてあったから同じことが起こ

るだろうと備えるのではなく、歴史にあったとしても同じようにならないように
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努力するのが歴史に学ぶということであります。一軍事官僚の立場としては、歴

史に学んで、考えられる危険に備える程度の仕事しかできませんが、政治家は外

交・内政など多くの危険を回避する方法を手中にしております。そのような大き

な意味でのシビリアンコントロールを感じる発言と実行をオバマ大統領は要求

されているのです。それができるように側近を固めることであります。元ケネデ

ィー大統領は「あなたの国家があなたのために何をしてくれるかではなく、あな

たがあなたの国家のために何ができるかを問おうではないか」と就任演説で呼び

掛け国民の可能性を引き出しましたが、オバマ大統領には、大統領ご自身がどの

ように発言してどのように行動するかが問われているのです。それには大きな意

味でのシビリアンコントロールを感じられる発言と実行に終始することであり

ます。それによって貴国民だけでなく世界の人々が可能性を見出せるようになる

のです。貴国民がオバマ大統領を選んだ理性に答えるべきであります。大きな政

治が必要とされる時代であります。 

 

要望事項９．他は絶対に生かさない、生かしたら自分が滅びるという、人格欠如

でヒステリックな心理状態が基底にあるような政治・経済情勢を解くことに徹し

て下さい。 

 

ハラスメント（打って打って打ちまくる）と表現される攻撃を生み出す心理は

相当ヒステリックで、他を受け入れる要素が全く見られず、非常に危険でありま

す。このような心理と軍事官僚の絶対に勝つという意思が合体して支配的になり

ますと、民族も国家も滅亡の危機に陥れる危険があります。しかし今の政治経済

情勢はこの心理状態を知らなければ理解できないものになっていることは問題

であります。絶対に勝つという意思の下に、その障壁となるものは徹底的に排除

しなければならない。その手段がグローバル化、自由化、規制緩和で、使う道具

は軍事で必要とされたコンピューター、それを使って徹底的な効率化が計られて

おります。このようにこれまでにない利己主義が大手をふるってまかりとおる時

代となっており、利己主義の戦士とならなければ自分も生きていけない時代とな

っているのです。これを許した根底には、他は絶対に生かさない、生かしたら自

分が滅びるという、全くの人格欠如の心理状態があるのではと疑わざるを得ませ

ん。オバマ大統領にはこの心理状態と徹底的に戦って頂きたいのです。打って打

って打ちまくって絶対に勝つというヒステリックな意思と一線を画する態度が

経済面でも求められているのです。これは経済面でのシビリアンコントロールと

言えましょうか。そしてこの心理状態を解き放って二度と蔓延させないことが経

済の再生につながると考えます。それは貴国民だけでなく世界の人々を救うこと

確信致します。 
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要望事項１０．国民の意識管理にまで行き着かざるを得ない情報化時代を終わら

せるため、情報化時代を全面否定したブッダの起点に戻り、これまでの学問研究

にとらわれない、次の時代を考える、最高レベルの頭脳集団を組織して下さい。 

 

心理と言えば、心理学を創設したサルトルは、心理学を生み出したのはユダヤ

人でそれが正しいことなのかと率直な疑問を投げかけておりました。サルトルの

心配も顧みずその後は脱兎の如く研究が進められ、脳研究、インプラント技術、

無線送受信技術、デジタル化、コンピューターテクノロジーも加わって、今や人

間の心理を左右する時代となっております。テクノロジーで人間の心理を揺り動

かせる時代となって不確実性は完璧なものとなりました。この不確実性が情報化

時代の裏返しなのかもしれません。しかしそのような時代にはその不確実さを見

抜いていた人物の起点に戻ることが必要であります。私ども日本人は宗教性を意

識しない生活をしておりますが、ほとんどの家はお寺の檀家となっております。

お寺は仏教ですが、その創始者はブッダで、ブッダの結跏趺坐する姿は今日の情

報化時代を全面否定する姿と考えることができます。ブッダの求めた真理とは、

その姿そのものであり、それ以外は無駄な情報と捉えることができるのです。そ

の無駄な情報で生きているのが世俗の人間で、その極みが今日の情報化社会であ

ります。なぜそこまでの話をするのかと言いますと、今日の情報化社会の延長で

は生きていけないと思われるからであります。全ての人間の意識まで管理すると

いう大変ヒステリックな考え方で支配されますと、見えないテクノロジーでがん

じがらめに縛られ、それから抜けるに抜けられなくなることは明らかであります。

しかしそれが情報化時代の必然ならば終わらせる以外にありません。オバマ大統

領には、これまでの学問研究にとらわれない、情報化時代の次を考える、最高レ

ベルの頭脳集団を組織して頂きますようお願い申し上げます。３０年先を行って

いる軍事テクノロジーで３０年後に生きることは不可能であります。 

 

要望事項１１．非常識に徹した嫌がらせによるパニック症状の誘発とその受け入

れ先としての精神病院の位置づけ、それを嫌った場合の自殺・犯罪への追い込み

という構図が明瞭に読み取れる「嫌がらせ犯罪」の元を断って蔓延化・常態化し

ないようにして下さい。 

 

心理戦争を意識させる攻撃は嫌がらせ犯罪にも取り入れられております。これ

までの調査からその特徴として、①集団性、②ストーカー性、③反復・継続性、

④タイミング性、⑤監視性、⑥システム性、⑦組織性、⑧マニュアル性、⑨ネッ

トワーク性、⑩歴史性、⑪非常識性があることが分かってまいりました。そして
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最後の非常識性で全体が貫かれていることも分かってまいりました。それは常識

には一歩も近づけないぞという猛烈な意思を読み取ることができるほどであり

ます。常識の範疇でしたら警察も弁護士も行政も政治家も納得して動けるように

なってしまいますので、常識から徹底して距離を置くことで問題の核心に迫らせ

ない手法が採られているものと思われます。その徹底した非常識な嫌がらせによ

って、誰も救ってくれる人がいなくなることによる孤立、徹底して畳みかけるこ

とによるパニック症状への追い込み、その受け皿として精神病院が位置づけられ

ております。それを嫌う被害者は自殺を選ぶか、やむにやまれず罪を犯してしま

うかであります。こうした構図が明瞭に読み取ることができるのであります。こ

れだけ意思統一された犯罪は必ずその正体をつかめるはずであります。一刻も早

く嫌がらせ犯罪の元を断ってその蔓延化・常態化を阻止して頂きますようお願い

申し上げます。 

 

要望事項１２．情報化時代を反省するため仏教における宗教と科学の不合一性を

ご理解ください。 

 

ブッダの存在は情報化時代を反省する原点になるという点で極めて重要であ

ります。しかもブッダは架空の人物ではなく天寿を全うした実在の人物であった

ことがまた重要であります。そのブッダが結跏趺坐する姿がブッダにとっての真

理そのものであったという点はものを考える起点となります。欧米では真理を求

めて思索が続けられておりますが、結跏趺坐するその存在自体が真理であるブッ

ダは、思索はしないのであります。思索で理想を追わず、結跏趺坐し、万物と一

体となった姿を真理として、生きる見本となったのであります。ブッダの弟子た

ちは、思索に走る人間の性を「打って打って打ちまくって」ブッダに近づこうと

修行をしたのであります。この思索をして真理を追おうとしないブッダの姿は完

全な科学の否定であります。これもオバマ大統領はじめ欧米人には是非ともご理

解頂きたい点であります。このことから仏教にとって宗教と科学は全く交わらな

いものであります。 

 

（「打って打って打ちまくる」という表現ですが、仏道の場合は、どうしても思

索を巡らしてしまう人間の性を戒めブッダに近づくための鞭であります。テクノ

ロジー・嫌がらせ犯罪における「打って打って打ちまくる」ハラスメントは、と

ことん人を追い込んで殺すための鞭であります。この違いのご理解もお願い申し

上げます。） 

 

 さて思索を巡らしてしまう脳について私の被害経験からさらに付け加えてお
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きたいことがあります。犯罪事実（２）にありますように、テクノロジー被害の

一つに思考への影響がありますが、その思考する脳を他人が使うことができるよ

うであります。それは就寝中脳が静まっているときを狙って行なってきました。

脳になんらかの情報をインプットした後、頭を回転させて、その結果を抜き取る

方法であります。丁度スロットマシンにコインを入れてレバーを下げて回転させ

て結果が現れるようなものであります。あるいはテンペストの対象を人間の頭に

したという表現もできます。このような経験を数回しておりますことから、人間

の脳は入ってくる情報に対してなんらかの判断をするために自然と動いてしま

うものであることを実感として理解することができました。これが人間の脳の自

然なのでありましょうが、このことからも、その自然を克服した仏陀の偉大さを

改めて痛感した次第です。 

 

要望事項１３．経済上の「見えざる手」とテクノロジー犯罪における「見えざる

手」および嫌がらせ犯罪網の呪縛から国民を開放して２１世紀を夢のある世紀へ

と導いて下さい。 

 

 性善説と性悪説との論争は洋の東西を問わずあるようですが、仏陀の教えから

しますと、自然と回転してしまう人間の脳の働きを性と捉えることから、性悪説

になるものと思われます。貴国で行なわれている自由化・規制緩和に徹した経済

の動きをみておりますと性善説がはびこっているように思われます。それまであ

った規制をことごとく取り払うだけでなく、権威の存在もお気に召さないようで

それも破壊していく、しかも人間心理にまで影響を及ぼして、完全な不確実性の

時代を創造しております。確かのものを取り払った挙句に、アダム・スミスの「見

えざる手」という考えを持ち込んで、自然とあるべき姿に落ち着くとでもいうの

でしょうか。はたしてその「見えざる手」とはだれの手なのでしょうか。そのよ

うな経済活動の結果、未曾有の経済危機を招き、貴国では日本の国家予算規模の

財政出動を発表しました。また各国にも呼び掛けているところであります。「見

えざる手」に導かれて経済危機を招き、国民の血税が充当される、これでは「見

えざる手」は血税の吸収装置であります。今回の経済危機を招来したのはこの「見

えざる手」を育んだ貴国の体質にあるのですからまずそれを正すべきであります。

しかも国民はテクノロジー犯罪という別の「見えざる手」でがんじがらめに縛ら

れ、嫌がらせ犯罪網にも縛られているのです。先にも申しましたが、そのような

状態で、元ケネディー大統領が言った、「あなたの国家があなたのために何をし

てくれるかではなく、あなたがあなたの国家のために何ができるかを問おうでは

ないか」、とは口が裂けても言ってはならないのであります。オバマ大統領ご自

身が国民になにをしてやれるかが先であります。それには経済上の「見えざる手」



 12 

やテクノロジー犯罪の「見えざる手」そして嫌がらせ犯罪網の呪縛を解いてやる

ことであります。 

また貴国の歴史を振り返ることであります。フロンティアとしてあった貴国で

最もその恩恵にあずかってきたのは誰か。それは誰もが知っているユダヤ人であ

ります。それならばまずこの人たちに協力を仰ぐべきであります。危急の時であ

りますからなんらおかしなことではありません。少なくとも今回財政出動した全

金額を無償で拠出してもらうことであります。そして一気にこの経済危機を乗り

越えて下さい。 

さらには貴国の恵まれた大地をよく見直して下さい。地球上比類ない恵まれた

大地をもっていながら３億人ほどしか抱えていないのです。貴国は中国・インド

に匹敵する人口を養うべきであります。その時どのような経済が必要になるか考

えて頂きたいのです。それによってようやく人間並みの生き方が考えられるよう

になるのです。全く白紙の状態から地球でしか生きられない人間の理想の生活体

系を構築して下さい。旧弊から抜け出て新しい国を築き上げてきた貴国民であり

ますから、今度はその意味でのフロンティアを提唱して頂きたいのです。そして

そのアイディアの提唱者にはアメリカ賞を創設して授与し、それがノーベル賞よ

りも権威あるものとして位置付けて下さい。そのようにして２１世紀を貴国にと

って新しいフロンティアの時代へと導いて頂きますようお願い申し上げます。 

そしてその流れに沿ってもう一つ大きな仕事ができます。人口１０億を抱える

方向性を不動のものとすることによってイスラエルの人々を抱える道が開けて

まいります。中東問題を解決する道が開けてくるのです。これは貴国以外には絶

対できないことであります。その資金はユダヤ民族が蓄積したお金を使って自ら

の手で行なわせることです。これまで貯めた全てのお金を吐き出させて実行させ

るべきであります。このように２１世紀を全世界の人々が夢を分かち合える時代

にして頂きますよう方々お願い申し上げます。 

 

要望事項１４．テクノロジーによる人間の意識への介入が結果した状態をさらに

前進させるのではなく、その介入を断ってから次に行なうべきことを判断して下

さい。 

 

 今日ある社会は長期にわたるテクノロジー犯罪の産物であるとの認識は重要

であります。人間の意識にまで介入できるテクノロジーが、４０年もの間、全く

知覚されずに続けられてきたのです。これによって数え切れないほどの人間改造

が行われてきたことを想像しなければなりません。人の意識に入り込んでその人

の意識になりすまして考えさせ、感じさせ、行動させる、そしてその継続でその

人の意識そのものになっていく、そのような意識操作が行なわれてきたと考えま
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す。この方法で恋愛感情も生じさせることができると考えますので、その対象を

同性にすれば、性的倒錯の状態となります。オバマ大統領は就任前後に同性の結

婚を認めるような発言をされたように記憶しておりますが、ご注意頂きますよう

お願い申し上げます。その前にテクノロジーによる個人への影響を止めることで

あります。それによって同性愛者の意識が変わる可能性があります。また訴え圧

力も急減する可能性があります。行なうべきことの前後を誤らないよう方々お願

い申し上げます。貴国の影響は世界に波及してまいりますのでご注意にご注意の

ほどお願い申し上げます。 

 

最後に、テクノロジー犯罪の面から申しますと、それはこれまでの文明の歴史

の結果としてあるとの捉え方ができます。それを反省する起点としてブッダを引

き合いに出しましたが、ブッダは２３００年以上前に現存した人物であります。

つまり現代は有史以来の歴史を反省しなければ問題を正しく解決できない大転

換点に立っているということであります。逆に言えばそれほど可能性を秘めた時

代でもあるということであります。この可能性を人類全体で分かち合うべきであ

ります。オバマ大統領にはそれを現実のものとして頂きますよう方々お願い申し

上げます。オバマ大統領の人類全体への奉仕を期待致します。尚、本要望書に対

しますオバマ大統領のご見解をお示し頂きましたら有り難くお願い申し上げま

す。 

 

                                 以上 


