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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、２００８年１０月９日、舛

添要一元厚生労働大臣に「電磁波・超音波等見えないテクノロジーを使った犯罪と組織的な

人的嫌がらせ犯罪に起因する諸現象・諸症状に対する適切な対処をお願する要望書」を、２

０１１年６月２３日には細川律夫元厚生労働大臣に「テクノロジー犯罪と嫌がらせ犯罪に起

因する諸現象・諸症状への適切な対処をお願いする要望書（その２）」を提出して、テクノ

ロジー犯罪、嫌がらせ犯罪の実態をお知らせするとともに、それによって引き起こされてい

る諸現象・諸症状が、犯罪に起因するものとして正しく認識されずに、内的要因と捉えられ、

被害者を病人として扱う誤った医療体制となっていることへの是正をお願いしてまいりま

した。その後１０年が経過致しましたが状況に変化が見られないことから再度本要望書を提

出する次第であります。 

 

＊テクノロジー犯罪と嫌がらせ犯罪による諸現象・諸症状に付いては、添付資料１『確認被

害者２０００名アンケート集計結果』をご参照下さい。 

 

テクノロジー・嫌がらせ両犯罪被害者に生じている諸現象・諸症状が正しく理解されない

根本的理由は、軍事技術としてある最先端技術が使われ、しかもそれが守秘義務の中に置か

れていることにあります。今日の武器は一昔前のように目に見える媒体が用いられていた時

代から、見えない媒体を用いて、特定個人をピンポイント攻撃できる指向性エネルギー兵器

の時代になっているのです。また見えない媒体を用いて遠隔から人間をコントロールするサ

イバネティクス兵器の時代ともなっているのです。そのような最先端の軍事兵器の存在が秘
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されているなかで、その矛先が一般市民に向けられているという信じ難い現実が半世紀にわ

たって続けられてきたのです。しかも当該兵器で生じる症状を先取りして病名がつけられマ

ニュアル化されて権威化していることも問題を大きくしているのであります。精神医学を中

心として医療現場ではこのマニュアル（『精神疾患の診断・統計マニュアル』）に基づいて診

断せざるを得ないのですから、この攻撃の対象者は救われるすべを失うことになります。さ

らに被害者は絶えず監視されていますので、行く先々に犯罪主体からの指示が飛んで、嫌が

らせを受けることになります。医療現場でもそれが行なわれているという報告を多々受けて

おります。これによって医者の任意の診断も封じられることになります。犯罪主体は、被害

者を、医療現場を、掌の上でもて遊ぶ体制ができあがっているのです。このような状況を打

破するためには、厚生労働省でも、テクノロジー犯罪と嫌がらせ犯罪を理解していなければ

適切な対処ができないことをご理解いただきたく思います。 

 

現在世界的問題となっている新型コロナウイルス感染拡大も、長期にわたり先進各国が生

物兵器の開発を続けてきたのですから、真っ先にその面からの調査が為されてしかるべきで

あります。それをせず自然発生という捉え方では、ＷＨＯが予告しているように、さらに危

険なウイルスにさらされる恐れがあります。新型コロナウイルスの変異が心配されておりま

すが、すでに作成されていた変異株の使用や、超強烈な変異株の使用、さらには別のウイル

スがスタンバイしている可能性が十分考えられるところであります。生物兵器の使用はワク

チン接種と密接に結びついており、ワクチンの中にテクノロジー犯罪を可能にするブレイン

チップ混入の危険性を当ＮＰＯは指摘してまいりました。最先端の軍事テクノロジーは、地

球上の全戦争空間を、サイバー上で管理することにあります。例え地球の裏側でも、指揮官

と兵士と兵器をシームレスに一体管理して戦争を進めることを目指しており、そのためにブ

レインチップは必要条件とされております。そのブレインチップは、捕虜になって取り出さ

れる心配があることから、兵士自身の意思で、外部の指令によって、また死によって消滅す

るよう開発が進められております（添付資料２．『情報作戦：新たな戦闘能力』）。今回の新

型コロナウイルス感染拡大とワクチン接種は、証拠が残らないこのタイプのブレインチップ

の完成により踏み切ることができたと看ることもできます。当ＮＰＯのこれまでの調査から

このように警鐘せざるを得ないのです。 

 

世界が秘された最先端の軍事技術に先導されて動いております。これを改善するには情報

公開が第一であります。テクノロジー犯罪には人間に影響を及ぼす技術が使われております

ので、その開発には人体実験が不可欠で、医療関係者の協力がなければできないことであり

ます。その面で貴省は問題解決への糸口を握っていること確信致します。人体実験について、

フィンランドはラップランド地方の元最高医務責任者でテクノロジー・嫌がらせ両犯罪の世

界的リサーチャーでもあるラウニ・キルデ博士は、第二次大戦後ノルウェーが米国の人体実

験場であったことを証言しております（添付資料３、『黒い陰に輝く光』ｐ１２０～１２１）。

無条件降伏した日本ではノルウェー以上に徹底的に人体実験が行なわれていておかしくな

いと考えます。ノルウェーでは専門家によるこの人体実験への苦情の申し立てがあったので
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すから、日本でも同様の足跡があっておかしくありません。厚生労働省は、米国主導による

日本人を対象とした人体実験の全容を徹底調査する必要があります。取り敢えず当ＮＰＯは

被害者の立場から明確にしてきたものを以下に記すことに致します。 

 

尚、今回の要望書は２０００名のアンケート集計に基づいております。そのアンケートは

被害者の正直な気持ちを表明したものであります。医者と患者の関係は患者の説明に基づい

て診察が始まります。被害者に生じていること、周囲で起こっていることを素直に述べるこ

とがなによりも重要であり、これを否定することは医者と患者の関係を否定することであり

ます。正直な被害者証言はその意味で尊重されるべきであります。 

 

また被害を経験すればするほど、見えないテクノロジーに繊細に体が反応していることが

分かります。人間の体はテクノロジー犯罪で使われている見えない媒体（電磁波や超音波等）

に極めてデリケートに反応するものであり、人体以上の計測器はないものと確信致します。

最高レベルの計測器である人間が感じている生の証言ほど尊いものはありません。この意味

からも自信をもってテクノロジー犯罪被害の実態を訴えている次第であります。 

 

世界が秘された最先端の軍事技術に先導されて動いておりますが、当ＮＰＯ２４年間の活

動で明らかになった、見えない方法で人間に影響を及ぼす技術は、人的嫌がらせ犯罪と一体

となって今日の社会に甚大な影響を及ぼしていると考えますので、まずその技術と嫌がらせ

犯罪の実態を列記することに致します。 

 

これまでに明らかになった人間に影響を及ぼす技術・武器・兵器と嫌がらせ犯罪 

 

１．アラン・フレイの実験とマイクロ波聴覚効果 

アラン・フレイは、被験者をシールド・ルームに座らせて、背後（２方向）から周波数の

違うマイクロ波パルスを発信して、被験者の頭部で交わるように設定して実験を行ないまし

た。マイクロ波パルスを様々に変化させて実験を繰り返したわけですが、その結果、あるパ

ルスで頭の中や後ろで音を知覚することを発見し、後にそれがマイクロ波聴覚効果と呼ばれ

るようになりました。またあるパルスでは吐き気をもようし、あるパルスでは針で刺された

ような痛みを生じることも発見しました。これは６０年以上前の実験であります（添付資料

４『変調された電磁波エネルギーに対する人間聴覚システムへの反応』）。 

 

２．米国陸軍省における上記マイクロ波聴覚効果の確認 

特定個人の脳に音声を送信する音声送信が技術的に可能であることが、米国陸軍省情報保

安司令部が公開した資料（添付資料５『特定の非殺傷兵器の生体効果』）から明らかになり

ました。この中で音声送信技術の原典としてある上記アラン・フレイの実験を米国陸軍省が

追試して確認していたことが書かれております。しかもそれは既存のレーダー設備を用いて

行なえるとし、特定個人に送信することも工夫次第でできるとしております。それほど高度
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でない音声の場合は持ち運びできる大きさの装置で可能で、その射程距離は数百メートルと

記されております。さらに、突然頭の中で音声が聞こえると精神的衝撃を受け、使い方によ

っては破壊的状態に陥ることもコメントしております。正に音声送信被害者が陥っている状

態がそれであります。 

 

３．ポケモン事件に見る光過敏性発作 

１９９７年１２月１６日ポケモン事件が発生しました。テレビアニメの放映中にあった赤

い光の激しい点滅に反応して７００名近くの子供たちが光過敏性発作を引き起こして病院

に搬送された事件であります。この光の点滅について、１６Ｈｚがてんかん症状を誘発する

周波数であることを専門家は認識していたようであります。放映では１６Ｈｚ弱であったこ

とが確認されており、１６Ｈｚであったら被害はもっと大きかった可能性を指摘する学者も

おります。光は電磁波ですから、この事件は電磁波に非熱効果があることを一般に知らしめ

た最高の事例であります。全国的に被害者が発生していることからも真剣に考えられるべき

で、１６Ｈｚに限らず、人間に影響を及ぼす周波数はテレビ・ラジオだけでなく全無線設備

で使用が禁止されるべきであります。これについて、前出『特定の非殺傷兵器の生体効果』

では、１５Ｈｚが光過敏性発作を誘発する周波数と記しております。 

 

４．ハバナ症候群と指向性エネルギー兵器の存在 

２０１７年８月１０日、米国務省が、２０１６年１１月から２０１７年春までの間に、在

キューバ米国大使館員２０数名が、強烈な頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り、難聴などを訴え

て帰国して治療を受けていたことを発表しました。検査結果として、脳が衝突や裂傷等の障

害を受けることで発症する脳機能障害を負っていることが確認されましたが、外交官らは、

事故の経験も、頭を殴られたこともなく、目立った外傷もなかったということであります。

また外交官達は、就寝中、コウロギや蝉等昆虫の鳴くような音や金属で床をこするような音

を大音量で聞かされていたことも報告しております。これについて当初は高度な音響兵器の

使用が取り沙汰されましたが、その後マイクロ波兵器が疑わしいとの報道に変わりました。

この事件は発生した都市の名前からハバナ症候群と呼ばれるようになっております。マイク

ロ波兵器は指向性エネルギー兵器と表現されることもあります（添付資料６『アメリカ大使

館員の体調不良はマイクロ波攻撃が最も疑わしい』）。その後ハバナ症候群の被害者はキュー

バに止まらず、中国、ドイツ、オーストリア、ロシア、コロンビア、インド、ベトナム、米

国と９か国に広まり、被害者が２００名を超えたことから、バイデン大統領が当該被害者へ

の財政支援の拡大と徹底調査を指示するに至っております（添付資料７．『ハバナ症候群究

明へ』読売新聞２０２１年１０月１７日第１面、第８面）。日本のテクノロジー犯罪被害者

も同様の被害を報告していることから、日本でも同様の措置が採られるべきであります。 

 

５．マイクロ波兵器の存在と疾病誘発能力の実態 

マイクロ波兵器の存在について、元英国海軍所属、マイクロ波の専門家バリー・トゥロワ

ー氏は、マイクロ波パルスを様々に変化させることで生体にどのような変化が生ずるか徹底
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的な調査が行なわれ、１９７６年にはそれ以上の実験は一切必要ないほどマイクロ波パルス

の生体効果が明らかになっていたと証言しております。その生体効果として、精神疾患・癌・

心臓発作の誘発、ホルモンの腺の攻撃、６．６Ｈｚでは男性に激しい性的衝動を誘発できる

ことを証言しております。これは疾病を誘発するマイク波兵器が４０年以上前に完成してい

たということであります（添付資料８．『マイクロウェーブ技術の危険性』）。また氏は当該

兵器で自然か人為か分からないように精神疾患を誘発でき、癌はその進捗状況までコントロ

ールできると証言しております。このような疾病誘発兵器あるいは精神兵器と呼ばれるべき

武器が存在しているのです。 

 

６．諜報機関によるレーダーとマイクロ波兵器の通常使用 

 米国ＣＩＡやイスラエルのモサドで諜報部員として活動したカール・クラーク氏は、レー

ダーとマイクロ波兵器の使用が２０年前には諜報活動で一般的になっていたことを証言し

ております（添付資料９．『秘密情報機関による秘密偵察と電磁波による拷問』）。そのマイ

クロ波兵器で、痕跡を残さずに熱・体内の焼付き感・痛み・吐き気・恐れを生じさせること

ができると証言しております。スパイ天国といわれている日本ですから、各国の諜報機関が

本国からレーダーやマイクロ波兵器を持ち込んで日本人を標的にしている可能性がありま

すので、日本の治安機関はその危険性に目を光らせていなければならないのです。 

 

７．電磁スペクトルの軍事利用と電磁波の非熱効果の国家的隠蔽工作 

 ノーベル賞に二度ノミネートされた生体電気の専門家ロバート・ベッカー博士は、著書『ク

ロス・カレント』の付録として、「電磁スペクトルの軍事利用（添付資料１０）」とのタイト

ルを付け、軍事的に電磁波の軍事利用が研究されていたこと、その生体効果については熱効

果だけを認め、それ以外の非熱効果は認めない方針で徹底して、非熱効果の研究には資金提

供しない対応であったことが記されております。また前出バリー・トゥロワー氏は、マイク

ロ波パルスの生体効果が徹底的に研究されていたにもかかわらず、米国国防情報局が西側各

国に秘するように促して各国が従っていることを証言しております。それが今日でも密かに

使われている理由と述べているのです。そのため電磁波の非熱効果の否定は科学的な見解で

はなく米軍部主導による国家的隠蔽工作によるものと考えられます。 

 

８．ホセ・デルガド博士の実験（動物の脳の電気刺激による変化の実験） 

当ＮＰＯ作成『確認被害者２０００名アンケート集計結果（添付資料１）』から、テクノ

ロジー犯罪に使われている技術で、人間のあらゆる機能に影響を及ぼせることが明らかにな

ってまいりました。人間コントロール技術を知る原型としてホセ・デルガド博士の動物実験

があります。博士が著した『Physical Control of the Mind 心の物理的コントロール １

９６９年刊（添付資料１１』には、被験者である動物の脳の各所に電極を装着して、その部

位を電気刺激することによる変化が記されております。この実験を徹底した結果、動物が機

械仕掛けのおもちゃに見えるほど自在に操れるようになったと博士は豪語しているのです。

博士の実験は動物実験ですが、動物実験の結果は人間には通用しないと言い切れる人がいる
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でしょうか。被害者の立場からは動物と大きく変わるものでないこと確信致します。また半

世紀にわたる被害者の存在から、デルガド博士の実験とは別に、またそれ以前に、人間を対

象とした実験が行なわれていなければならないことも確かなことであります。 

 

９．テクノロジー犯罪を可能にするサイバネティクス技術（ブレイン・コンピューター・イ

ンターフェイス技術）の開発と守秘義務 

これまでの調査からテクノロジー犯罪に使われている技術が人間コントロールテクノロ

ジーと呼べるレベルにあることが分かってまいりましたが、これを欧米ではマインドコント

ロール技術と呼んでおります。直訳しますと「心を操作する」となり、心だけではなく人間

のあらゆる機能を操作できることから、当ＮＰＯでは人間コントロールテクノロジーと称し

ております。これは人間の活動を司る脳とコンピューターをつなぐブレイン・マシン（コン

ピューター）・インターフェイスの技術がなければできない犯罪であります。この技術の開

発は７０年以上前に「サイバネティクス」という言葉が造語された時点に遡ることが分かっ

てまいりました。これに関しては添付致しました『束縛：肉体から精神、心、神経生物学的

領域（添付資料１２）』に概説されておりますが、この技術に最も関心を示したのが軍部で

ありましたことから、守秘義務の中に入れられ、しかも軍事技術ですから国家の最高の頭脳

を投入して開発が続けられてきたのです。また脳とコンピューターをつなぐのですから、対

象は人間で、人体実験をしなければ完成しない技術であります。人体実験していることが公

になれば開発できなくなりますのでその面からも守秘義務の中に入れられるようになった

のです。国家の最高レベルの頭脳を投入しておりますので科学技術開発の奔流でありながら

全く国民に知らされずに開発が続けられてきたのです。これにさらに情報操作が加わって現

実と一般認識との大きな差が生じていると考えられます。 

 

１０．サイバネティクス兵器開発に不可欠な秘された人体実験の実態 

前出デルガド博士は動物を使って実験をしましたのでその結果を堂々と公開できました

が、表に出せない人体実験をしなければ完成しないのがサイバネティクス技術であります。

被害者の立場からは、実験レベルを超える完成度を感じることからも、おびただしい数の人

体実験が過去に行なわれていたことが想像できます。データは多ければ多いほど、本人に知

らせないデータであればあるほど、死に追いやるほど極まったデータであればさらに貴重で

あります。そのようなデータを集めれば集めるほど人間コントロールテクノロジーは完成度

を高めてまいりますので、それを司る部署が、米国だけでなく、日本を含む先進各国のどこ

かに必ずあるはずであります。一方ではその成果を確認するために、また目的をもって悪用

する部署もあるはずであります。悪用については警察・検察の仕事として、人体実験につい

ては厚生労働省の所管であります。またその悪用が、精神疾患患者の増加、癌患者の増加、

自殺者の増加、ひきこもりの増加、職場での悪用に発展している点では貴省の所管となりま

す。 

 

１１．サイバネティクス技術に不可欠な脳神経科学の発展とその危険性 



 7 

サイバネティクス技術は脳とコンピューターをつなぐのですから、脳神経科学の発展がな

ければ完成しないものであります。その完成度がフランス生命倫理委員会で報告され、当該

技術が一般に普及して悪用されることへの危険が警鐘されております（添付資料１３『神経

科学の進展と人権への脅威』）。当ＮＰＯの訴えは、日本ではその危険が現実化していること

を証明しているのです。脳神経科学の推進にも貴省は関わりを持っているはずであります。 

 

１２．サイバネティクス技術を可能にするブレインチップの開発とテクノロジー犯罪の本質 

 前出ラウニ・キルデ博士は、「１９９７年ジョン・グレン上院議員は、ブレイン・プロジ

ェクトは現在最も非米国的問題であると述べた。彼は、米国の医薬品はブレイン・チップを

含んでおり、それによって 人間はスーパーコンピュータと接続され、医療研究、脳実験、

行動操作、マインドコントロールが行なわれていると暴露した（添付資料１４『故ラウニ・

キルデ博士発言集』）」と紹介しております。これがテクノロジー犯罪の本質でありますが、

ブレイン・コンピューター・インターフェイスにはブレインチップが必要であることが説か

れております。ブレインチップの開発も貴省の所管であります。 

 

１３．生物兵器の開発とブレインチップ入りワクチン接種の危険性 

 生物兵器の開発は先進各国で現実に行なわれていることであります。今日世界で問題化し

ている新型コロナウイルスもこの観点から追及されるべきであります。変異株の発生につい

ても既成の株であるとの見方で追及されるべきであります。それに対処するためワクチン接

種が求められておりますが、上記ブレインチップが混入されている可能性が公に議論される

べきであります。そのブレインチップは発覚しないよう、自らの意思でも、外部からでも、

また死によって消滅させることができるものになっている可能性があります（添付資料２

『情報作戦：新たな戦闘能力』）。新型コロナウイルス対応ワクチン接種で、すべての国民に、

また全人類にマイクロチップ入りワクチンが接種される危険があり、その問題も貴省の所管

となります。 

 

１４．高度情報化時代の戦争とそれを推進するための隠蔽工作と精神医学の軍事医学化 

 サイバネティクス技術は人間の脳が電子回路と同じように機能しているとの認識から開

発が始まりましたが、その後、脳だけでなく「心臓、末梢神経系の化学・電気的活性、大脳

皮質部から身体の他の部位に送られる信号、聴覚信号を処理する内耳の小さな有毛細胞、視

覚的活動を処理する眼球の感光性の網膜と角膜など（添付資料１５．『心にファイアーウォ

ールはない』）」もコンピューターのデータプロセッサーのように機能していることが分かり、

その部位をターゲットにして弱体化させる高度情報化時代の戦争の時代に入っているので

す。このような戦争を遂行するには、それを一般に秘することが重要であり、さらにはそれ

による諸症状を病気として処理することが有効で、精神医学の聖典『精神疾患の診断・統計

マニュアル』をＣＩＡ主導で作成させたことをラウニ・キルデ博士が暴露しております（添

付資料１６．『マイクロチップインプラント、マインドコントロール、サイバネティクス』）。

そのためキルデ博士は現代の精神医学を軍事医学と酷評しているのです。 
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１５．サベイランス・テクノロジーの実態とサイバー状況の完成による全人類総管理・監視・

コントロールの危険 

 ラウニ・キルデ博士は、人工衛星とスーパーコンピュータを利用して、同時に数百万人を

監視できることを証言しております（添付資料１７．『マイクロ波によるマインドコントロ

ール』）。それがさらに進化して人類全体を監視できるレベルにある可能性があります。この

監視技術とサイバネティクス技術の一体化はサイバー空間の創造につながります。それはす

べての人がシームレスにコンピューターとつながり統合される時代であります。新型コロナ

ウイルス感染拡大とワクチン接種によって、また今後も続くことが心配される別種のウイル

スとワクチン接種によって、国民総背番号制を越えて人類総背番号制の時代となり、サイバ

ネティクス技術で監視されコントロールされる暗黒のテクノポリティカル社会が出現する

危険性があります。 

 

１６．社会に蔓延する嫌がらせ犯罪と精神的拷問 

これまでの調査から嫌がらせ犯罪に十一の特徴があることが分かってまいりました。相当

数の人間が（①集団性）、四六時中（②継続・反復性）、つきまとい（③ストーカー性）、な

にかしようとする絶妙のタイミングで嫌がらせを働いてくる（④タイミング性）。そのタイ

ミングは絶えず監視していなければできないこと（⑤監視性）、室内の行動を走査してその

行動に合わせてなんらかの反応をするようにプログラムされた監視システムがなければで

きない嫌がらせであります（⑥システム性）。しかも嫌がらせは外出しても行く先々で行な

われることから連絡網が完備しており（⑦ネットワーク性）、全国的に犯罪組織が存在して

いなければできない犯罪であります（⑧組織性）。そして行なわれている嫌がらせの内容が

外国の例と照らして類似していることからマニュアルがあることも想像できるようになり

ました（⑨マニュアル性）。しかもこの犯罪は４０年を超える歴史があること（⑩歴史性）

も分かってまいりました。これら１０の特徴すべてが非常識で貫かれており（⑪非常識性）、

そこに重要な意味があることも分かってまいりました。起こっている現象が非常識であれば

あるほど一般人は話しを聞かなくなり被害者を孤立させることができます。これを逆に考え

ると、常識の範疇の嫌がらせでは被害者を助ける人が必ず現れます。これは加害者にとって

は困ることであります。一方被害者にとっては身に起こっていることが非常識であればある

ほど全く判断ができなくなってパニックに陥ってしまうのです。そのパニック状態を見てさ

らに遠ざけられ、追いつめられた先にあるのは、自殺か、緊急避難的対処か、精神病院への

収容であります。このような構図が明瞭に読み取れるようになりました。このことから嫌が

らせ犯罪に貫かれている非常識性は意図的なものと断定致します。常識の範疇の嫌がらせは

絶対にしないという犯罪主体の強固な意思を読み取ることができるようになりました。この

ような嫌がらせ犯罪の対象となった被害者が陥る自殺、精神病院への収容は厚生労働省の所

管となっております。またこの嫌がらせ犯罪は企業内でも医療機関でも行なわれていること

からも厚生労働省の所管となります。 
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１７．War Guilt Information Program と嫌がらせ犯罪 

 戦後ＧＨＱは日本人に戦争犯罪の意識を植え付けるために War Guilt Information 

Program を発動し、米国大使館に置かれた極東ＣＩＡ本部がそれを引き継いだことが明ら

かになっております（添付資料１８．『米占領軍の日本洗脳工作「ＷＧＩＰ」文書、ついに

発掘』）。そしてこのプログラムは単に戦争犯罪の意識づけに止まらずに、在日朝鮮人と帰化

人を利用して、日本のあらゆるポストに就ける工作活動も伴っていたとの主張も聞かれるよ

うになりました（添付資料１９．『ＧＨＱを引き継いだＣＩＡの「在日による大和民族分断

プロジェクト」！！』）。このことからＣＩＡを背後に持つ在日朝鮮人と帰化人による全国組

織が存在して圧倒的な力を持っていてもおかしくないことになります。嫌がらせ犯罪の上記

特徴からこれまでの組織犯罪と相違することは明らかで、前記カール・クラーク氏証言にあ

った諜報活動にむしろ類似しているのであります。このことから、警察を越えた、隠れた日

本版ＣＩＡの存在が見えてくることになり、それによって嫌がらせ犯罪がより理解できるよ

うになる可能性があります。 

 

以上を踏まえて以下要望いたします。 

 

 

要 望 事 項 

 

1．テクノロジー犯罪を可能にする第一の基礎技術（特定個人を追跡し続ける技術）にサベ

イランス・テクノロジーがありますが、医学の世界ではバイオ・テレメトリー技術があり、

開発が進められておりますことから、テクノロジー犯罪に不可欠な特定個人を捉えて離さな

い第一の基礎技術を解明する糸口を貴省はお持ちのことと思います。当 NPOアンケート調査

から、脳波テレメトリー技術がなければできない被害が発生しておりますので、脳波を含め

た生体情報テレメトリー技術の最先端を調査して、厚生労働白書で公開し、国民周知のとこ

ろとして下さい。また当該技術による監視感やつきまとわれ感を考慮に入れずに一方的に精

神疾患（統合失調症）とする『精神疾患の診断・統計マニュアル』を変更するよう精神医学

会を指導して下さい。 

 

テクノロジー犯罪を可能にしている第一の基礎テクノロジーにつきまといテクノロジー

があります。その初歩的な例がスティモシーバーであります。これは前出ホセ・デルガド博

士著『Physical Control of the Mind 心の物理的コントロール（添付資料１１）』で紹介

されているもので、てんかん患者や行動障害の患者に使われている治療方法であります。こ

の治療は日本でも採用されているようですから貴省はよくご存じのことと思います。それは

患者の脳に装着した電極（インプラントして）で脳波を捉えて送信し、それを絶えず受信し

てディスプレイ表示できるようにし、異常波が確認された場合、それを矯正するため電波を

発して、脳の特定部位を電気刺激することで正常に戻すという治療方法であります。病院内
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ならどこに移動してもそれが行えるようにシステム化されていたということですが、５０年

前に実用段階にあったのですから、今ではさらに進化して、人工衛星を経由して地球的規模

で行えるようになっていることも十分考えられるところであります。また脳に装着される電

極はナノサイズに進化していることも考えられます。このテクノロジー犯罪を可能にする第

一の基礎技術である脳波を含めた最先端の生体情報テレメトリー技術を解明して、厚生労働

白書で公開して、国民周知のところとして下さい。また当該技術による監視感やつきまとわ

れ感を考慮に入れずに一方的に精神疾患（統合失調症）とする『精神疾患の診断・統計マニ

ュアル』を変更するよう精神医学会を指導して下さい。 

 

要望事項２．テクノロジー犯罪被害の一態様としてある音声送信被害は約６割の被害者が訴

えている典型的なテクノロジー犯罪被害であります。当該被害者の多くが双方向通信でき、

思考に対して声が答えてくるとの証言から、今日の人間の脳と機械（コンピューター）をつ

なぐ技術（BMI 技術：Brain Machine Interface 技術）の発展状況を知ることができます。

これは神経学的通信システムとも表現され、通信の最先端技術が悪用されているとの見方が

できます。そのため防衛省や総務省など他省庁と一体となって解明する必要があり、その結

果を厚生労働白書で公開して、国民周知のところとして下さい。また当該技術による音声送

信被害を考慮に入れずに一方的に精神疾患（統合失調症）とする『精神疾患の診断・統計マ

ニュアル』を変更するよう精神医学会を指導して、統合失調症による自殺者をこれ以上出さ

ないようにして下さい。 

 

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

使われております。誰もいないのに、音源がないのに、頭の中で、空間で、電気製品から声・

音が聞こえるというもので、これが第一の基礎テクノロジーと一体となって、どこへ移動し

ても声・音につきまとわれることになります。外国でも聞こえたと証言する被害者がおりま

すことから地球規模で追跡できるテクノロジーであることが理解できます。しかしこのよう

な声・音現象は精神医療の場では、幻聴と判断され、統合失調症と診断されてしまいます。

これはテクノロジーで引き起こされた人為症状を内的要因と判断した誤診であります。問題

は、テクノロジーの悪用が知らされていないこと、精神科の診断マニュアル（『精神疾患の

診断・統計マニュアル』）にその症状が統合失調症と書かれていることにあります。そのた

め医者の立場ではそのように診断せざるを得ないわけですが、どれほど学会で権威づけられ

ていても誤りは誤りであります。速やかなる音声送信技術（神経学的通信システム）の存在

を防衛省や総務省など他省庁と一体となって解明して、厚生労働白書で公開し、国民周知の

ところとするとともに、当該技術による音声送信被害を考慮に入れずに一方的に精神疾患

（統合失調症）とする『精神疾患の診断・統計マニュアル』を変更するよう精神医学会を指

導して下さい。それによって統合失調症要因での自殺者をこれ以上出さないようにして下さ

い。 

 

要望事項３．当ＮＰＯ２０００名アンケート調査結果から「考えが読まれている」との訴え
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がテクノロジー犯罪被害で２番目に位置していることから、脳波テレメトリー技術がなけれ

ばならず、今日の最先端の脳波を含めた生体テレメトリー技術を調査して、厚生労働白書で

公開し、国民周知のところとするとともに、当該技術による思考盗聴被害を考慮に入れずに

一方的に精神疾患（統合失調症）とする『精神疾患の診断・統計マニュアル』を変更するよ

う精神医学会を指導して、統合失調症による自殺者をこれ以上出さないようにして下さい。 

 

 音声送信技術は、前出アラン・フレイのマイクロ波聴覚効果を発展させ、神経学的通信シ

ステムの域に達したものと考えられます。この被害者の多くが声の主と双方向通信できると

証言しております。その中で発声していない思考にも声が返答してくると証言する被害者も

相当数おり、この方々は自分の考えが声の主に読まれていると思わざるを得なくなります。

そのような被害（「考えが読まれている」）がテクノロジー犯罪被害の２番目に位置している

ことは驚くべき現実であります。これは今日のバイオ・テレメトリー技術が脳波テレメトリ

ーを可能にしていることを窺わせるものでもあります。これを裏付ける資料に『衛星サベイ

ランスの衝撃的な脅威（添付資料２０）』があります。このなかで１９９０年代初頭には衛

星から思考が読める段階にあったことが書かれております。また、人間の思考を読むことは、

軍事で最も重要な情報収集では垂涎の技術であります。敵国指導者の動向を監視するだけで

なくその考えまで読むことは最高の情報収集であります。そしてその指導者を思うように動

かせることがその究極で、それはサイバネティクス技術（人間コントロールテクノロジー）

の開発につながります。ですから軍事技術の悪用という観点からの調査が必要で、防衛省や

総務省など他省庁と一体となって解明する必要があります。今日の最先端の脳波を含めた生

体テレメトリー技術を解明して、厚生労働白書で公開し、国民周知のところとするとともに、

当該技術による被害を考慮に入れずに一方的に精神疾患（統合失調症）とする『精神疾患の

診断・統計マニュアル』を変更するよう精神医学会を指導して下さい。それによって統合失

調症による自殺者をこれ以上出さないようにして下さい。 

 

要望事項４．テクノロジー犯罪被害の一態様として映像送信（夢送信）被害があります。こ

れは音声送信被害と同じで、サイバネティクス技術悪用の一態様と考えられます。そのため

防衛省や総務省など他省庁と一体となって解明する必要があり、その結果を厚生労働白書で

公開し、国民周知のところとして下さい。映像送信被害について、当該技術を考慮に入れず

に、一方的に幻覚と捉えて精神疾患（統合失調症）とする『精神疾患の診断・統計マニュア

ル』を変更するよう精神医学会を指導して下さい。それによって統合失調症による自殺者を

これ以上出さないようにして下さい。 

 

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直接脳に送信するテクノロジー

が使われております。これが就寝中に行なわれると夢と認識するようになります。映像送信

は、音声送信と同じで、誰の顔・姿でも、その人物が話しているように送信できますことか

ら、肖像権の侵害であり、作られた内容で被害者を翻弄させることができます。夢で恐怖を

煽ることもできます。この映像送信も精神医療の場では幻覚と捉えられて統合失調症と診断
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されることになります。しかしこれは音声送信被害と同じで、サイバネティクス技術悪用の

一態様と考えられます。そのため防衛省や総務省など他省庁と一体となって解明する必要が

あり、その結果を厚生労働白書で公開し、国民周知のところとして下さい。映像送信被害に

ついて、当該技術を考慮に入れずに、一方的に幻覚と捉えて精神疾患（統合失調症）とする

『精神疾患の診断・統計マニュアル』を変更するよう精神医学会を指導して下さい。それに

よって統合失調症による自殺者をこれ以上出さないようにして下さい。 

 

要望事項５．テクノロジー犯罪被害の一態様として三欲（食欲・性欲・睡眠欲）操作があり

ます。これもサイバネティクス技術悪用の一態様と考えられますが、人間の三欲が何者かに

よって遠隔から見えない方法で影響を受けるということは許し難い人権侵害であります。し

かもこれは半世紀を越える悪用実態があると考えられますことから、今日の多くの社会現象

に現れて、医療費の負担に結果していると考えられます。これについても全省庁一体となっ

て解明して厚生労働白書で公開し、国民周知のところとして下さい。そして当該技術を考慮

に入れずに、過食や粗食、性欲や睡眠障害を、一方的に精神疾患とする『精神疾患の診断・

統計マニュアル』を変更するよう精神医学会を指導して下さい。そして三欲操作による自殺

者を出さないようにして下さい。 

 

 テクノロジー犯罪には、遠距離から、見えない方法で、人間の三欲を操作するテクノロジ

ーが使われております。当ＮＰＯのアンケート調査でテクノロジー犯罪被害のトップに位置

するのが睡眠妨害であります。その被害者の中には覚醒させるテクノロジーが働いていると

訴え、一月近く全く眠れなくなった方もいらっしゃいます。その逆に日中の眠気や突然発生

する昏睡状態の証言もあります。日中の眠気はナルコレプシーとして約１０万人の患者がい

ることから、これもテクノロジー犯罪の結果としてあることが考えられます。 

 前出ホセ・デルガド博士の研究にチンパンジーを使った食欲操作・睡眠操作の実験例が紹

介されております。脳の一部位の電気刺激でそれができることを５０年以上前に明らかにし

ているのであります。この人間バージョンがなければならないことをテクノロジー犯罪被害

者が証言しているのです。 

 前出、元英国海軍所属マイクロ波の専門家バリー・トゥロワー氏は、６．６ヘルツのマイ

クロ波パルスで男性に激しい性的衝動を誘発できることを証言しております。それはレイプ

を犯させるほど強力であるということから、テクノロジー犯罪における性欲操作が裏付けら

れ、それは性犯罪防止の面からも認識されるべきものであることが分かります。 

 テクノロジー犯罪における三欲操作も半世紀の歴史があると考えられますことから、厚生

労働省は認識しているべき技術であります。子供たちの成長や少子化に影響していることが

考えられることからも、一刻も早くその実態を解明して、厚生労働白書で公開するとともに、

当該技術を考慮に入れずに、食欲異常・性欲異常・睡眠異常を、一方的に精神疾患とする『精

神疾患の診断・統計マニュアル』を変更するよう精神医学会を指導して下さい。そして三欲

操作による自殺者を出さないようにして下さい。 
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要望事項６．テクノロジー犯罪被害の一態様として生理操作があります。これもサイバネテ

ィクス技術の悪用の一態様と考えられます。生理操作によって大変恥ずかしい状態に置かれ

ることから、表に出せない被害であります。しかしこれも半世紀を越える悪用実態があると

考えられることから、これにより社会的に抹殺され、自ら命を絶った人も相当数いると考え

られます。サイバネティクス技術（生体情報テレメトリー技術）悪用の一態様としてある生

理操作の最先端レベルを全省庁一体となって調査して、厚生労働白書で公開し、国民周知の

ところとして下さい。また当該技術を考慮に入れずに、生理的異常を、一方的に精神疾患と

する『精神疾患の診断・統計マニュアル』を変更するよう精神医学会を指導して下さい。そ

して生理操作での自殺者を出さないようにして下さい。尚これを善用すれば、これからの福

祉社会において、特に老人介護の場で救世主となりますことから、一刻も早く犯罪主体から

この技術を奪取して善用して下さい。 

 

テクノロジー犯罪には、遠距離から、見えない方法で、人間の生理機能を操作するテクノ

ロジーが使われております。便意・尿意からガスの発生、失禁、体臭、女性の生理まで操作

可能となっていると考えられます。これが前記第一の基礎テクノロジーと一体となって、四

六時中の便意のつきまとい、ガス充満のつきまとい、体臭発生のつきまといとなります。つ

きまといが四六時中しかも一年３６５日であることから、それが自分の生来の体質と思い込

んでしまうほどのつきまといとなります。このような生理異常のつきまといは公言をはばか

る恥ずかしい内容なだけになかなか公にならない被害であります。これによって被害者は想

像を絶するストレスの中で生活することになり、自殺要因となります。サイバネティクス技

術（生体情報テレメトリー技術）に生理操作という信号が乗って生理を操作する技術を貴省

は認識していなければならない立場にあります。サイバネティクス技術（生体情報テレメト

リー技術）悪用の一態様としてある生理操作の最先端レベルを全省庁一体となって調査して、

厚生労働白書で公開し、国民周知のところとして下さい。また当該技術を考慮に入れずに、

生理的異常を、一方的に精神疾患とする『精神疾患の診断・統計マニュアル』を変更するよ

う精神医学会を指導して下さい。そして生理操作での自殺者を出さないようにして下さい。

尚これを善用すれば、これからの福祉社会において、特に老人介護の場で救世主となります

ことから、一刻も早く犯罪主体からこの技術を奪取して善用して下さい。 

 

要望事項７．テクノロジー犯罪被害の一態様として感情操作があります。遠隔から見えない

方法で感情がコントロールされる被害で、これもサイバネティクス技術悪用の一態様と考え

られ、半世紀を越える悪用実態があると考えられます。そのため完成度が高く、広く悪用さ

れていること確信致します。このサイバネティクス技術悪用の一態様としてある感情操作を

全省庁一体となって解明して、厚生労働白書で公開し、国民周知のものとするとともに、当

該技術を考慮に入れずに一方的に精神疾患とする『精神疾患の診断・統計マニュアル』を変

更するよう精神医学会を指導して下さい。そして当該技術によるうつなどの自殺者をこれ以

上出さないようにして下さい。 
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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感情に影響を及ぼすテクノロ

ジーが使われております。明るい気分から暗い気分、猜疑心の高揚や憎しみの増幅、神経質

化等々自由自在に操作でき、その極端な例がうつであります。うつは深刻で、警察庁発表『平

成１９年中における自殺の概要資料』によりますと、自殺要因のトップで２割を越え、６０

６０人もおります。１年間に６０００人を越えるうつ患者が自殺しているということは大変

な現実であります。いかに精神科の治療が役に立っていないかを物語っているわけでありま

す。原因が別にあることを被害者は実感しているにもかかわらず、全く聞き入れられない状

況は耐え難いものであります。同資料によると統合失調症要因の自殺者は１２７３人ですか

ら、合わせると７３３３人となります。その大半がテクノロジー犯罪被害者である可能性が

考えられますことから、テクノロジー犯罪の現実に目を向け、全省庁一体となって解明して、

厚生労働白書で公開し、国民周知のものとするとともに、当該技術を考慮に入れずに一方的

に精神疾患とする『精神疾患の診断・統計マニュアル』を変更するよう精神医学会を指導し

て下さい。そして当該技術によるうつなどの自殺者をこれ以上出さないようにして下さい。 

 

要望事項８．テクノロジー犯罪被害の一態様として疑似（バーチャル）疾病及び疾病の誘発

があります。遠隔から何者かによって見えない方法で病気でもないのに病気の症状を誘発さ

れ、また実際に病気を誘発してしまうもので、生死を左右する人権侵害であります。これも

サイバネティクス技術悪用の一態様を考えられますので、全省庁一体となって解明して、厚

生労働白書で公開し、国民周知のものとして下さい。そして当該技術による疾病と自然発生

の病気と区別して治療できる態勢を医療現場で早急に整えるとともに、当該被害による死者

をこれ以上出さないようにして下さい。 

 

 前出マイクロ波の専門家バリー・トゥロワー氏は、マイクロ波の生体への影響は研究され

尽しており、精神疾患、癌、心臓発作、ホルモンの腺の攻撃、性的興奮を誘発でき、癌は進

捗状況までコントロールできると証言しております。また前出元諜報部員カール・クラーク

氏は、マイクロ波兵器で熱、体内の焼付き感、痛み、吐き気、恐れを誘発できると証言して

おります。当ＮＰＯの調査からはさらに頭痛、風邪症状、下痢、失禁、嘔吐、動悸、血圧の

上昇、臓器の急襲等々、病気でないにもかかわらず病気を演出することができることを明ら

かにしております。これを大衆に仕掛けることも可能と考えますので、学校給食など同じも

のを食べた後に不特定多数に下痢・嘔吐症状を仕掛けることで疑似集団食中毒を演出するこ

ともできることになります。また前記スティモシーバーでてんかん患者を治療する方法を逆

手に取って、異常脳波を送信しててんかん症状を引き起こすことも可能と考えます。１９９

７年１２月に発生したポケモン事件は光過敏性発作によるものと結論付けられましたが、光

過敏性症状を誘発する脳波を、ポケットモンスターを観ていた不特定多数の子供達に発信し

て発生させたと看ることもできます。そしてこれもサイバネティクス技術悪用の一態様を考

えられますので、全省庁一体となって解明して、厚生労働白書で公開し、国民周知のものと

して下さい。そして当該技術による疾病と自然発生の病気と区別して治療できる態勢を医療

現場で早急に整えるとともに、当該被害による死者をこれ以上出さないようにして下さい。 
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要望事項９．テクノロジー犯罪の一態様として本人の意識に反して手・足・首・頬など筋肉

が動かされる被害があります。その威力は本人の意識を完全に越えていることから操り人形

のように動かされることになります。これもサイバネティクス技術悪用の一態様を考えられ

ますことから、全省庁一体となって解明して、厚生労働白書で公開し、国民周知のものとす

るとともに、当該技術を考慮に入れずに、これを一方的に精神疾患とする『精神疾患の診断・

統計マニュアル』を変更するよう精神医学会を指導して下さい。 

 

デルガド博士の『Physical Control of the Mind』では、猫の右運動皮質に電極を装着し

て電気刺激をすることで左後ろ脚を屈曲させたこと、チンパンジーの側頭葉（嗅脳溝）の刺

激では、口を開き、腕を動かす動作が誘発されたことが紹介されております。テクノロジー

犯罪事実として運動機能の操作がありますが、多くの被害者が本人の意識に反して体が動か

されてしまうと証言しております。就業中に首を横に頻繁に動かされてしまう、手が動かさ

れてしまう、足が動かされてしまう、頬の筋肉がおかしくもないのに笑ったように動かされ

てしまうことから、就業困難に陥っている被害者がおります。この被害を受けられている方

はそれを止めようと必死になるのですが止められないということで、自分の意識を越えて動

かされていることが分かります。これは明らかに表面に出てしまう被害でありますから人前

に出られなくなる被害であります。自分の意識を越えて動かされるということは操り人形の

状態の演出ができるということであります。自分を越えた存在としてテクノロジー犯罪主体

が存在していることになります。このような被害もサイバネティクス技術悪用の一態様を考

えられますことから、全省庁一体となって解明して、厚生労働白書で公開し、国民周知のも

のとするとともに、当該技術を考慮に入れずに、これを一方的に精神疾患とする『精神疾患

の診断・統計マニュアル』を変更するよう精神医学会を指導して下さい。 

 

要望事項１０．テクノロジー犯罪被害の一態様として痛みを伴う各種身体攻撃があります。

これは居ながらにして拷問状態に置くことに等しいもので人権侵害甚だしいものでありま

す。これもサイバネティクス技術悪用の一態様を考えられますことから、全省庁一体となっ

て解明して、厚生労働白書で公開し、国民周知のものとするとともに、当該技術を考慮に入

れずに、これを一方的に精神疾患とする『精神疾患の診断・統計マニュアル』を変更するよ

う精神医学会を指導して下さい。尚、ここでの痛みを伴う各種身体攻撃に限らず、これまで

述べてきたテクノロジー犯罪被害は全て拷問そのものであります。サイバネティクス技術を

使った拷問で Cybertorture との表現もされます。国連人権委員会拷問問題等報告者のニル

ス・メルツァー氏がこれについても「精神的拷問」として拷問の範疇に加えられるべきであ

るとの報告書を提出しているところであります。 

 

 テクノロジー犯罪における痛みを伴う各種身体攻撃は多様であります。頭を締め付けるよ

うな痛み攻撃、針で刺されたような痛み攻撃、各臓器を急襲する痛み攻撃、足の裏から電気

が這い上がるような痛みのあと目の裏を焼かれる痛み攻撃、こめかみから撃ち込まれたあと
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目の裏を焼かれる痛み攻撃、足が膨れ上がって歩けなくなる痛み攻撃、レーザー銃で撃たれ

たような痕跡が残り体を貫通する痛み攻撃、胸の圧迫や呼吸困難にする苦しみ攻撃、大小空

気の弾が飛んでくる痛み攻撃、拷問されている人の脳波を記録してそれを送信されたかのよ

うなバーチャル拷問攻撃、睾丸急襲攻撃、陰部振動や痛み攻撃、肛門攻撃等々様々でありま

す。この攻撃で家に居られなくなり車中泊せざるを得なくなっている被害者もおります。正

に居ながらにして拷問状態に置くことができる武器が存在しなければあり得ない現象と考

えられます。無辜の一般市民が拷問に遭うことなどあってはならないことであります。これ

もサイバネティクス技術悪用の一態様を考えられますことから、全省庁一体となって解明し

て、厚生労働白書で公開し、国民周知のものとするとともに、当該技術を考慮に入れずに、

一方的に精神疾患とする『精神疾患の診断・統計マニュアル』を変更するよう精神医学会を

指導して下さい。尚、痛みを伴う各種身体攻撃に限らず、これまで述べてきたテクノロジー

犯罪被害は全て拷問そのものであります。サイバネティクス技術を使った拷問で

Cybertorture との表現もされます。国連人権委員会拷問問題等報告者のニルス・メルツァ

ー氏が、これについても「精神的拷問」として拷問の範疇に加えられるべきとの報告書を、

国連人権委員会に提出しているところであります。（添付資料２１．『拷問及び他の残虐な、

非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する特別報告書２０２０年２月１４日

付』）。 

 

要望事項１１．戦後米国の指示で日本国民に対して行なわれた本人の了解を得ない人体実験

に関する情報を、内部告発制度を利用して、また懸賞金・表彰制度も設けて、そしてマスメ

ディアを通して全国規模で実施し、その結果を厚生労働白書で公開して下さい。 

 

人間に影響を及ぼすテクノロジーの開発には人体実験が不可欠であります。そのなかには

被験者の了承を得ないで行なわれた人体実験が数多くあるものと思われます。現在の被害者

もその対象と考えられます。これに関して前出マイクロ波の専門家バリー・トゥロワー氏は、

インフォームドコンセントのない人体実験が英国で行なわれていたこと、その証拠文書も所

持していると証言しております。また前出ラウニ・キルデ博士は、ノルウェーで、戦後米国

主導の人体実験が行なわれていたことを以下のように記しております。 

 

「ノルウェーは１９５０年代以来ずっと、米空軍、米陸軍、米原子力委員会、米海軍海事

研究事務所、米航空宇宙局などのアメリカの技術の「試験国」であり続けてきた。特に、脳

研究、意識研究、行動研究、ウェットスーツを着用した潜水者の生体観察に関する調査など

において。２００３年１１月に出版された、アメリカ軍事研究所とノルウェー人のショー

ン・ヤコブセン博士の交流に関する付属資料には、人間に対する非倫理的な医学研究への苦

情を取り扱った３３のノルウェーの公式文書が存在する『黒い陰に輝く光（添付資料３）』

ｐ１２０～１２１」。 

 

連合国と共にドイツと戦ったノルウェーでこのような人体実験が行なわれていたのです
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から、無条件降伏した日本ではさらに徹底的に米国主導の人体実験が行なわれていて不思議

ではありません。人体実験は医療現場の協力がなければできないことですから、当時の日本

の関係者からも、日本人を対象にした非倫理的な人体実験を批判した声が上がっていておか

しくありません。それを掘り起こして公開することは貴省の重要な仕事であります。これは

問題解決を早めると考えますので、さらにその効果を上げるために、懸賞金や表彰制度を設

けて、またマスメディアを通して全国規模で実施して、その結果を厚生労働白書で公開して

下さい。 

 

要望事項１２．日本独自に、マイクロ波兵器やサイバネティクス技術を開発するために、本

人に知らせない人体実験を行なっていても不思議ではなく、その情報を、内部告発制度を利

用して、また懸賞金・表彰制度も設けて、そしてマスメディアを通して、全国規模で実施し、

その結果を厚生労働白書で公開して下さい。 

 

前出マイクロ波の専門家バリー・トゥロワー氏は、本人に知らせない人体実験が英国で行

なわれていたこと、その証拠文書も所持していると証言しております。米国や英国が行なっ

ていて日本が同様の技術に手を付けていないということは考え難いことであります。日本で

もマイクロ波兵器の開発のために、またサイバネティクス技術開発のために、本人に知らせ

ない人体実験が独自に行なわれていても不思議ではありません。日本政府が独自に密かに行

なっていた人体実験の実態を、内部告発制度を利用して、また懸賞金・表彰制度も設けて、

そしてマスメディアを通して、全国規模で実施し、その結果を厚生労働白書で公開して下さ

い。 

 

要望事項１３．職場で行われている、ほのめかしを含めた組織的嫌がらせ行為の実態と、そ

れを利用したリストラの実態を、労働基準局を介して集中して調査し、また国民にも呼び掛

けて全国規模で調査して、結果を厚生労働白書で公開して下さい。 

 

 最近多く聞かれる被害は職場でのほのめかしであります。自分しか知らない個人情報を職

場で同僚に頻繁にほのめかされるというものであります。この場合他の嫌がらせ犯罪やテク

ノロジー犯罪が伴うことが多く、どうしても職場を離れざるを得ない状況に追い込まれてし

まいます。これは各企業や団体に嫌がらせ犯罪を行う組織が存在していてできることであり

ます。このような組織的ほのめかし行為もそれを訴えると精神的問題と捉えられるようにな

っており、産業医の診察を受けることになります。これは精神医学を巧みに悪用しての組織

的嫌がらせ行為が各事業所で発生しているということで、この面から犯罪主体を糾明してい

くことができると考えますので、労働基準局を介して、職場でのほのめかしを含めた組織的

嫌がらせ行為の実態と、それを利用したリストラの実態を集中して調査するとともに、国民

にも呼び掛けて全国的な調査を実施して、その結果を厚生労働白書で公開して下さい。 

 

要望事項１４．テクノロジー・嫌がらせ両犯罪被害者は被害がなくなれば普通に生活できる
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健常者です。そのような人達が職を追われ病院の手当てを受けているのですから、労働人口

の減少に、医療費の増大に、少子化に拍車を掛けていることになります。両犯罪がなければ

健常である被害者を健常にもどす第一歩として、テクノロジー・嫌がらせ両犯罪から身を守

るための退避場所として、精神病院以外の避難場所を確保して下さい。被害者は４７都道府

県に居住されていることから、全都道府県に、人口に比例した数を設備して下さい。 

 

要望事項１５．テクノロジー犯罪と嫌がらせ犯罪を知らずして今日を語れないほど両犯罪は

社会に影響を及ぼしておりますので、全厚生労働省職員が両犯罪を認識して職に当たるよう

指示して下さい。毎月開催する当ＮＰＯ東京定例会には担当官を派遣して被害状況を把握す

るよう指示して下さい。また、ハバナ症候群を調査している米国では、表に現れていない被

害者も含めて幅広くアンケート調査を実施しております。日本でも同様のアンケート調査を

実施して、その結果を厚生労働白書で公開して下さい。これまでの説明からこの問題はボラ

ンティア活動では荷が重過ぎることもご理解いただけると思います。厚生労働省に専門の部

署を設けるか、外局を設けて、専門のカウンセラーを置いて、医療機関、労働基準局、警察

とが一体となって個々の被害に当たれる態勢を整えて下さい。 

 

要望事項１６．テクノロジー犯罪と嫌がらせ犯罪を手段として使い、両犯罪主体が目論む究

極は、サベイランステクノロジー（監視技術）とサイバネティクス技術（人間コントロール

技術）を駆使しての全人類管理社会（テクノポリティカル社会）の樹立と考えられます。そ

れを達成するために生物兵器の利用とブレインチップ入りワクチン接種は有効であります。

新型コロナウイルス感染問題はそのための第一歩と捉えて、犯罪主体の目論見を破る対策が

求められます。まずは２００９年豚インフルエンザワクチン問題から着々と進められてきた

製薬会社への免責特権の排除、パンデミック時の WHOの権限強化の排除、生物兵器が使われ

た場合の発見体制の確立、生物兵器使用国の徹底追究体制の確立、ブレインチップ入りワク

チンを瞬時に見破る検査体制の確立を断行して下さい。 

（＊製薬会社の免責特権と WHO のパンデミック時の権限強化については、添付資料３．『黒

い陰に輝く光』ラウニ・キルデ著、第７章「世界保健機関とワクチン」をご参照下さい。） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

最後に、以上の要望内容からテクノロジー犯罪が壮大な規模で展開されていることがお分

かり頂けると思います。これを放置しますと何が自然で何が人為か犯罪主体しか分からない

ことになります。恐ろしいばかりの迷妄の中で一般国民は生きなければならなくなるのです。

医療の面からみましても、人為で生じていることを自然に生じていることとして治療が行わ

れるということは、労力と経費の全くの無駄遣いであります。情報公開で全てが崩壊するシ

ステムの構築に資金と精力を費やしている現状は何としても打破しなければなりません。そ

のためには厚生労働大臣の責任は重大であります。これまでに述べましたように最先端の軍

事技術が悪用されている可能性があるということから厚生労働大臣お一人では解決不可能

な問題であります。是非とも全省庁一体となって解決を図って頂きますよう要望致します。 
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またこれは国家レベルの犯罪でありますから、国内におきましては、どの被害が現在日本

で所有する技術で可能で、どの被害は不可能か、それを明確にすることで、不可能な被害は

侵略行為と捉えられるようになります。これだけの人権侵害を長期にわたって咎められずに

できるということは、警察以上の法を越えた犯罪組織が存在しなければできないことであり

ます。そのため大臣には相当な圧力が掛かることが予想されます。実際第一回要望書を提出

したひと月ほど後に元厚生事務次官宅で殺傷事件が発生しました（２名死亡・１名重傷、２

００８年１１月１７日・１８日）。当ＮＰＯの訴えが原因して発生したものとは断定できま

せんが、本問題は大変な危険が伴うことは明らかで、たとえどのような圧力が掛かっても、

それに屈せず、上記要望事項を断行して頂きますよう切に要望いたします。 

 

添付資料 

１． 『確認被害者２０００名アンケート集計結果』          １部 

２． 『情報作戦：新たな戦闘能力』                 １部 

３． 『黒い陰に輝く光』ラウニ・キルデ著                  １冊 

４． 『変調された電磁波エネルギーに対する人間聴覚システムへの反応』１部 

５． 『特定の非殺傷兵器の生体効果』                 １部 

６． 『アメリカ大使館員の体調不良はマイクロ波攻撃が最も疑わしい』     １部 

７． 『ハバナ症候群究明へ』読売新聞２０２１年１０月１７日付 第１面、第８面）１部 

８． 『マイクロウェーブ技術の危険性』               １部 

９． 『 秘 密 情 報 機 関 に よ る 秘 密 偵 察 と 電 磁 波 に よ る 拷 問 』    １ 部 

１０． 『 電 磁 ス ペ ク ト ル の 軍 事 利 用 』             １ 部 

１１． 『Physical Control of the Mind（心の物理的コントロール）』   １部 

１２． 『束縛：肉体から精神、心、神経生物学的領域』          １部 

１３． 『神経科学の進展と人権への脅威』               １枚 

１４． 『故ラウニ・キルデ博士発言集』                １部 

１５． 『マイクロチップインプラント、マインドコントロール、サイバネティクス』１部 

１６． 『心にファイアーウォールはない』              １部 

１７． 『マイクロ波によるマインドコントロール』               １部 

１８． 『米占領軍の日本洗脳工作「ＷＧＩＰ」文書、ついに発掘』    １部 

１９． 『ＧＨＱを引き継いだＣＩＡの「在日による大和民族分断プロジェクト」！！』１部 

２０． 『衛星サベイランスの衝撃的な脅威』               １部 

２１． 『拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する特別

報告書２０２０年２月１４日付』                  １部 

２２． ２００８年１０月９日付舛添厚生労働大臣宛て要望書           １部 

２３． ２０１１年６月２３日細川厚生労働大臣宛て要望書            １部 

２４． チラシ                            １枚 

２５． パンフレット                         １部 

２６． 『テクノロジー犯罪被害者による被害報告集』第１巻         １冊 
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２７． 『テクノロジー犯罪被害者による被害報告集』第２巻         １冊 

２８． 会員記載被害報告書 ２８－１～２８－６                １式 

＊添付資料２６．２７．２８は被害者証言です。被害者の状況を理解するために是非ともお

読みください。 

＊当ＮＰＯホームページもご参照下さい。これまでのテクノロジー犯罪被害フォーラムもこ

こからご覧いただけます。 

URL https://www.tekuhan.org/ 

                                        

以上 

https://www.tekuhan.org/

