
 

集団ストーカーとはなにか集団ストーカーとはなにか集団ストーカーとはなにか集団ストーカーとはなにか 

集団ストーカーとは、組織が一個人を徹底的に監視して付きまとい、嫌がらせを行う。こ

んな組織犯罪って本当に存在するのかと誰もが思うでしょう。私自身も、集団ストーカー

という名の犯罪が存在しているのを、我が身に次々と起こる気味の悪い嫌がらせの数々に

ついて、ネットを使って調べて初めて知りました。 

 

また普通の人は、創価は評判の悪い宗教だが、集団ストーカーなんて組織的な嫌がらせは

やってないだろうと思うでしょうが、創価は 120％監視体質を持っており、過去に何度も盗

聴行為で逮捕者を出している団体ですし、実際に集団ストーカーに手をドップリと染めて

います。 

 

とにかく、証拠を残さないように組織的に個人を叩くので、被害が分かりにくく、どう書

いても我が身に降りかかるまでは、理解できない人も大勢いると確信します。実際私も集

団ストーカー被害者であり、数々のあり得ないような嫌がらせを喰らっていたにも関わら

ず、ネットで被害を見ても思考盗聴だけは、自分が実際やられて初めて実在するんだと分

かった口です。 

 

自分がリアルタイムで考えた事や、それに対する言葉や、反応を信者に実際に仄めかされ

るまでは、ネットの被害者の書き込みを見ても精神病の人がいるとしか思いませんでした 

創価学会と揉めると（信者と）とにかく長期間信者を監視や嫌がらせに使って粘着してき

ます。この集団ストーカーでの最大の特徴は、常識では考えられない程の長期間に渡って

ターゲットに嫌がらせを行い続けることです 

 

通常の社会常識では到底考え付かない程に、長期に渡り懲罰的に嫌がらせを行い続ける理

由は過剰な組織防衛があります。自分達で考えられないような嫌がらせを徹底的にやった

くせに、それをターゲットが妄想と信じたり、無かった事になるまで組織的に監視をして

しまう集団ストーカーのマニュアルに原因があると思います。 

 

犯罪行為である事を当然知っている創価はこれがバラされることを何よりも恐れます。集

団ストーカーを行う背景には、一般とは全く価値観の異なるカルトな教えにその原因を見

出せます。例えば自分達の敵を蹴落とすためにマントラ（お題目）を唱えて、さらに人為的

に懲罰行動を起こすのを肯定したりする事です。 

 

創価の座談会や会館に行けば、白いプラカードに赤字で呪いたい団体(日顕や週間新潮、裏

切り者など)や人名をかいたカードをご本尊に立掛けて、一心不乱に勤行してる信者達を見

ることができ、信者達にとってはそれは普通の行為です。 

 

要するに敵対する者の不幸を祈願し、それを人為的にハイテクも用いて叶えて我々の力だ

と悦るわけです。創価に敵対する者に仏罰と称して嫌がらせするのは当たり前という思想

も持っています。 



 

また創価はミスリードが大変にお得意で、ネットでは工作員を多数使って ①集団ストー

カーの黒幕は警察だの、②他団体だの、③創価は加害集団全体の一部だのと、議論を摩り

替えたり、誘導したりします。現実社会においては、被害者＝精神病(統合失調)の一点張

りで、社会的抹殺を図ります。もっとも、最近はさすがに「創価はやってない」とは書き込

みしなくなりましたけどね。 

 

また、創価の被害者で、警察官や自衛隊員、他公務員からのほのめかしを上げる人が多い

ですが、創価は国家中枢や公務員、日本の要所要所に計画的に浸透しており、それは今現

在も続いてます（フランスでカルト指定され、布教禁止になった原因の一つ）  

 

自分もご近所トラブルの怨恨からこれが始まったんです。ご近所トラブル直後でしたしタ

イミング的には精神的なものではなく、実際ある嫌がらせだと理解できても最初は加害者

は復讐代行業者にでも依頼たのかなと思ってました。開始されてから一年以上ずっとね。 

 

もっとも学会は絶対に集団ストーカーをやっているという事実を認めないだろうし、近所

をいつのまにか折伏して学会に引き込んでるので(私の家族でさえ仄めかし行為をやるよ

うになった)組織ぐるみで隠ぺい工作をやるんです。ご近所トラブルさえなかったとして処

理したがってるようですが・・・・・・無理がありすぎだと思います。 

 

でもね、結局その加害者さんは学会員だったんですよ。確かに始まった頃は黒服で春日部

ナンバーの車がよく付けてきてて、同じ顔も何度か見かけたし、探偵かなんかかなぁと思

ってたんですけど、ネットで創価の集団ストーカー関与を教えるサイトがあってネカフェ

でそれみてると、ストーカーする学生風のカップルが「むかつくなぁ。」とか言ってるんで

す、私が試しに創価黒幕説を書き込みしたときも 

 

女「うん!そうだよー」(大声) 

男「バッカ!なに言ってんだおまぇ w」(笑いながら止めてる) 

 

さすがに露骨なんで逆に創価になすりつけようとしてるのか?とも深読みしたぐらいです。

評判悪い宗教だからなすりつけやすいのかなぁとね。でもまんまでしたね。確かにプロに

しては下手糞でやたらと感情的でしたけど。 

 

私は変わってまして、24 時間ほぼ全てを監視してる以上、2ch の創価板とかの掲示板で集

団ストーカーについて 被害を書き込みしてたら私に、創価が喰いついてくるかなぁと思い、

新スレを立てたりして人目を引いてました。それでネットで猛烈に創価と集団ストーカー

について(2ch)書き込みしてたら(まだ創価板に残ってるかもしれません) 

 

工作員がきてレス付けてきて、その創価工作員はコテハンで、創価を批判しつつ、創価の

内部告発系の書き込みを、名無しで書き込んでる相手が自分の職業について何も書き込み

してなくても、「貴方、医者のクセにこんな事して、時間潰していいの?」と IP を調べた

としか思えない書き込みをして牽制してて、書き込みしてた相手が驚愕して謝罪して二度



と書き込みしなくなる。 

 

その創価工作員はコテハンで、創価を批判しつつ、創価の内部告発系の書き込みを、書き

込んでる相手が自分の職業について何も書き込みしてなくても、「貴方、医者のクセにこ

んな事して、時間潰していいの?」と IP を調べたとしか思えない書き込みをして牽制して

て、て、て、て、書き込みしてた相手が驚愕して謝罪して二度と書き込みしなくなる。こんな工作員で

そのコテハン工作員がきてレス付けてきて、だったら創価に入れば止むって私のレスに 

レス付けてきて確かにそういった話もネットで聞くし、明らかに私の事情を知ってる書き

込みなので、入ったんですよ創価に自分からね、誰も誘ってはくれないんで聖教新聞自分

で取って、集金に来た人に入りたいと告げて。何故か頼んでから新聞を配達するまでに一

カ月近くかかってましたね 

 

私は被害が止めば何でも良かったので入って止めてもらえればと思ったのですが、どうも

加害者が自分の都合で続けたいらしく、追い払いと、精神病工作を強行したんです。そし

たら、突然 3.4 日たったら工作員のレスがお茶を濁すようなレスに変わっていったのを覚

えてます。創価じゃないかもしれませんよ・・・みたいな w  

 

それでも大学とかでも、創価系の学校なので、大学全体でやってるような規模であり、思

考盗聴もさることながら、仄めかしが酷すぎて虐めを超えてる状態でして、すがるように

入ってしまったんです。そうしたら、隠さないんですね。自分達がやってたって事を。本当

に隠し事が少なくてオープンなんですよ。入ってくれたなら同志だからって。 

 

私の住んでる浄明寺地区は、創価では衣張り地区と呼ばれ、かなりの人数がビデオ歓賞な

どの座談会の度に個人宅(地区部長宅や、I さん宅)に集まってきた(30 人位)靴が玄関に入

りきらず外に並べられるくらいだったからもっと多かったかもしれません。（今も被害は

実際にあったと思うと、一生懸命に疑念や不安感が不自然に生ずる 感情送信をやられます。

必死に誤魔化したいんだなと思いますね）7 月の終わりに行った文化会館(創価の地域の拠

点)でのご本尊授与の際も微妙な空気が流れてましたね。 

 

創価のご本尊を貰うイベントなんですが「あんな奴を歓迎しなきゃいけないのかー」とか

聞こえてきたし、他の入信した人には授与の際万雷の拍手なのに、私の時は拍手はまばら

で、どーでーもいい感が凄まじく漂ってました。 

 

加害者信者とのご近所トラブルは全く解決せずに、加害者の思惑と違い勝手に入ったのだ

から、加害者の依頼で復讐代行として復讐代行として復讐代行として復讐代行として動いている創価的には当然かもしれませんが、まる

で冷めたピザでしたね 加害者のドス黒い思惑はこれからタップリ思い知る事になります

が・・・・ 

 

記念撮影時も、扱いは酷く、青年部長の T は私と一緒に並んで写るのを嫌がるぐらいでし

た クセーみたいに鼻をいじって後ろに並んだのを覚えています(当然そのころ体臭被害が

あった)結局一緒に来た I さん(近所の主婦の信者)取り成すように並んで撮影してくれま

したが・・・・・以前から、衣張り地区の座談会とかで、「創価は評判が悪いし自分から入



ってくるなんて聞いたことがないから、何かあるなら相談して欲しい」とか「多人数で囲

んでたら相談しにくいか、じゃー、1 対 1 で」と盛んに相談するように水を向けてきまし

た。 しかし、創価がやっている集団ストーカーの嫌がらせを創価に対して相談するという

のはとても言いにくかったので言えませんでした。 

 

ご本尊授与の帰りに加害者とのトラブルから始まった嫌がらせを相談した際に、車で同行

していた地区部長と その取り巻き陣が 

 

「大丈夫、止むよそれ」  

「家を潰してサラ地にして欲しい」  

「そうそう、引っ越して欲しいなと思ってるの」 

 

と事実上の退去勧告を受けました。 

 

あぁやっぱり創価が追い払い目的でやってたのかと思った。加害者は追い払いが目的だっ

たんだなと改めて実感した。この家をサラ地にして追い払うというのが加害者長谷川ヨ○

ジの性格の異常性の一端を表していると思う。私の家は結構大きいから、追い払った後、

今度は別の大家族が越してきては迷惑だとでも考えたんでしょう  

 

そして勝手に、引越しは会話の中で決定事項になり（引越しはしてないが）「引っ越したら

その地区の学生部に入ればいいよ」とか 「モチロンどこに引っ越すか知らないけど」と彼

等は一気呵成に言ってました 正式に入信した日に、集団ストーカーについて相談して（メ

チャクチャ相談しにくかった）認められ 引っ越してくれと言われるのも珍しいと思います。  

 

他にもその後、座談会で集団ストーカーの相談をしたら地区部長が「まぁあんなの百万人

もいればできるから」と言っていたのも印象に強烈に残ってます。 

 

他にも聖教新聞によく竹入って信者が名指して批判されてるので質問したら「あれは見せ

しめ。信者の財務を使い込んだんだ、学会を裏切ったら怖いよ徹底的に追い込むから。」ネ

ットで調べると、どうやら権力闘争に敗れた人のようです。それとか「入信しても親兄弟

に話せないなら言わなくていい、無理なら新聞や、ご本尊様も家に置かなくていいから」

とも言ってました 

 

それとは別に「悪いけどバレて(学会に)迷惑をかける任務なら、信者を他宗にカモフラー

ジュしたりとか、信者の名簿を改ざんして入信してないとしたり、新聞を取らないのも普

通だよ」とも言ってました。この宗教はカネさえあれば復讐代行や追い払いも手伝うのが

分かります 。 

 

その退去勧告直後、加害者のことと思いますが「創価は人数が多いから変な人も多い」「え

えーっそうかなぁ」「いや、多い!」と会話してましたから、加害者の粘着質な性格や依頼

内容は、学会員から見ても異様だったのかも知れません 確かに大学でも、引越しについて

卒業してからとか考えてると 同じクラスの留年生から「それじゃー止まないよ」「直ぐに



引っ越さなきゃ止まない」とか仄めかされたりしてた  

 

ご本尊授与の帰りに、家にご本尊を安置する際もその日家に初めて来た地区部長とその近

所の取り巻きとが、私の部屋に来て(ご本尊を置く方角や高さが大切だから置きにいかせて

欲しいと頼まれた)ご近所トラブルの原因となった窓の位置は教えていなかったが 「これ

が問題の窓か」と他にもあるのに、迷わず その窓を検分しているのを見て、事情を前から

知ってるんだなと再確認しました。 

 

部屋が西日で 38 度くらいあったので、サウナ状態で、彼の勤行が倍速ぐらいの超高速

Varsionだったのを覚えてます。 しかし私の場合創価が既に徹底的に思考盗聴まで行って、

大学とかでもクラスを挙げて仄めかしや窃盗、低周波の振動や、耳鳴り、痛み、等で嫌がら

せをし続け精神病として潰そうとしてる段階だったので、嫌がらせをされ続けた私を信用

できず、 

 

また加害者のどうあっても嫌がらせの記憶も消し、洗脳して終わりにしたい＋追い払いた

いという願望もあって、結局、取り込む事より記憶を洗脳して潰してから、創価に取り込

もうと画策してしまい(これも後で詳細を書きます)創価の身勝手さと、精神病だからと称

して行うあまりのデタラメな嫌がらせの数々、 

 

無理矢理留年させたりとか(背中に直径 10ｃｍ程の痒みを伴う腫れが何個も出来たり、足

の裏が一箇所につき蚤に 4 匹ぐらいに噛まれたのかと言うほどの痛いレベルの痒みを足の

裏全体に受け、掻き毟った結果床を歩いた時、足の裏の皮膚が腫れ上がり、床を歩いても

足の裏の感触が殆どない等の被害を受けたりして)についていけずに衝動的に脱会届を出

し脱会しました。しかし、その配達証明の記録用紙は盗まれて紛失しましたが・・・ 

 

集団ストーカー被害には、個々の被害者によって色々な被害レベルがあり、また集団スト

ーカー被害はじょじょにエスカレートしていくので、音声送信や思考盗聴、低周波による

振動被害や、体臭の発生など、Aにある嫌がらせが Bには無かったりしますが、現実にある

被害です。ただ加害団体がそこまでやらなかっただけとか、全ての被害者に同じ嫌がらせ

をしてると、集団ストーカーは実際にあると言う事になるのと、精神病とミスリードしに

くく、加害団体が特定され易いので都合が悪いのでやらないだけだと思います 

 

集団ストーカーの被害には、パターンがありますから、私と同じ被害や状況なら創価の関

与を疑って良いと思いますし、一般には流通してない機材を用いての嫌がらせの場合、同

じ被害者でも信じられないような嫌がらせもありますが、丸っきりのネタで無い限り頭か

ら否定せずに、心に留めて置くのも良いと思います。集団ストーカーの被害は事実なら、

必ずその人だけでなく他にも複数ネットで声を上げてる被害者がいますからネットで被害

を見てこんな被害もあるのかと心に留めて置くだけで、実際その嫌がらせが開始された時、

パニックにならずに、余裕を持って対処できたりするもんです。 

 

そして集団ストーカー被害は放置しておくと嫌がらせは必ずエスカレートしていき、最終

的には被害者の被害妄想として、精神病とターゲットが思い込むまで嫌がらせをやり抜こ



うとします。その際の嫌がらせは想像を絶しており、一時期 2～4ヶ月くらいの期間グーッ

と被害が強力になります。音声送信が開始され、当然まともな社会生活はおくれないです。

会社は退職へと追い込まれます。学校のテストなどは酷い頭痛や、暗記をさせなかったり

して(暗記したキーワードをピンポイントで阻害する)無理矢理叩き落され、休学とかに無

理にでもやられます 

 

これは突発的にやられる被害ではなく、集団ストーカーの集大成として事前に用意周到に

準備して行われる、バカバカしいくらい巨大なワナです。コンセプトは組織犯罪の揉み消

しです。こうなってしまうと創価は総力を挙げてたった一人を潰しにかかってきますので

振り切るのは至難の業です。 

 

どこに相談してもそれこそ、そこにいる信者が頑張ったりして揉み消そうとします。他宗

(創価と敵対してる宗派でさえ、創価が事前に手を回したりするせいか、私が相談してる創

価の集団ストーカー犯罪理解者でも突然連絡が取れなくなったり、一度目と二度目の対応

が違ったりして露骨に迷惑そうにしたりします))))こうなる前に被害をなんとかしないとい

けません。一番良いのは自分が受けている集団ストーカーの被害を、めんどくさがらずに

サイトを作ってまとめたりしてしまう事です。。。。 

    

ボイスレコーダー(空気のザーザー音が入らない、ノイズカットやノイズフロアー機能付の

が 2万ぐらいから買える)で、｢仄めかし｣を確かな証拠として録音してアップしたりすると

良いでしょう。当然そのサイトの複数個のコピーや印刷して刷ったりもしておく、こうす

ると自分達の手の内を公開されたくないからだけでなく、潰すより取り込んだ方が良いと

判断して、嫌がらせを止めて学会員として受け入れようとしてきたりします。私ももっと

前にサイトを作ってれば潰されなかったかもと仄めかされたりしました。 

 

劇的に悪化する際の被害としては、突然起きてる間ずっと話しかけてくる音声送信音声送信音声送信音声送信(3(3(3(3 人位人位人位人位

が常時はなしかけてくるが常時はなしかけてくるが常時はなしかけてくるが常時はなしかけてくる))))が始まるわ、痛みで眠れないレベルの頭痛をガンガンやられたり、

睡眠中に音声と、映像送信により、妙な夢をみさせられる下ネタ満載のサブリミナル被害

をやられるは(起きた直後に、対応が間に合わなかったのか私の耳の辺りにインターホン越

しから話しかけてくる声を聞かされた。 

 

その夢は有名人のお宅にお邪魔する夢で確かにインターホン越しにやりとりする夢だった。

起きて意識がハッキリしてるときに夢で続きの、タクシー無線のようなインターホン越し

の声が耳にするなんてあるわけががない。これで人為的にやってると思った。 

 

他にも、頭が鈍化して思考がやたらと遅くなったり、集団ストーカーを被害妄想にする為

だろうが記憶の封印ともいうべき、特定の情景や記憶が記憶から引き出しにくくなる、記

憶の削り取りというような被害もある、当然集団ストーカーでの嫌がらせで、周りの学会

員から受けてどうしても残ってしまってるような罵声や行動のメモリーを徹底的に消そう

としてきます。 

 

他にも劇的に仄めかしてくる人が増えたりとか、いつの間にか家族も折伏されて集団スト家族も折伏されて集団スト家族も折伏されて集団スト家族も折伏されて集団スト



ーカーに加担ーカーに加担ーカーに加担ーカーに加担するようになるのが普通です。 

 

これらの洗脳ともいうべき被害は結局、集団ストーカーは存在しないと称して、加害団体

が精神分裂精神分裂精神分裂精神分裂((((統合失調症統合失調症統合失調症統合失調症))))に似せてハイテクを駆使して嫌がらせしているだけなので 2～4

ヶ月を過ぎると徐々に軽くなっていきます。 

 

平行して従来からやられていた低周波によるピリピリする振動被害や、通行人の仄めかし、

体への痛み、身体への熱の照射、体臭の発生など、他にもあると思いますが、要は集団スト

ーカー被害で慢性的にやられていた嫌がらせは、全て軽くなっていきます。 

 

これは精神病が治ったという設定で創価がやってることだから、そうなるわけです。 

 

様々な圧力をかけて被害者が集団ストーカーを周囲に相談しないように孤立させ、被害を

ヒートアップさせてターゲットの精神を折ろうとするやり口は卑劣そのものです 

 

集団ストーカーが始まったワケ集団ストーカーが始まったワケ集団ストーカーが始まったワケ集団ストーカーが始まったワケ 

私の場合、集団ストーカーと呼ばれる嫌がらせが始まった原因は、隠れ創価信者とのご近

所トラブルが原因でした。その人と揉めて以来、相手が監視してるとしか思えない言動を

取り、嫌がらせを始めました。隠れというのは相手が一般人のフリをしていたからです。 

 

誤魔化すために聖教新聞も取るのを止めてました。(学会員は世間では肩身が狭いので、自

分で信者と明かしてるのはマレです。創価内部に入って初めて誰が信者か分かる) 

 

私の住んでる鎌倉には、日蓮発祥の地だけに創価信者が多く、私が住んでる地区にも支部

があり、信者数も多かったです。創価は実際に盗聴等を組織的にやってます。私も集団ス

トーカーを止めてもらうために創価に入り、文化会館に行くようになり、そこで顔見知り

の副婦人部長が「盗聴の件でちょっと・・・」と信者と会話してるのを実際に聞いてます。

私に聞かれてるのに気付いて奥に入って行ってしまいましたので、それ以降は聞けません

でしたが 

 

「静かな環境を求めて鎌倉に来ました Y です」と引越しの挨拶に定年退職した老人がアイ

サツに来た。それが未知との遭遇の始まりだった。彼が越してくる前に、彼に家を売った

そこに住んでた人もちょっと変わった御主人だとは言っていたが、揉めるまでは普通だっ

た。ただ神経質で動物嫌いな人で、犬が鳴いていると耐え切れずに「オウッ!オウッ!オウ

ッ!」と奇声を発したり、池でコイを呼ぶようにパンパン手を叩いたり、口笛をやたら吹い

て反応していた、要するに動物の鳴き声にも耐えられずに神経質に反応してしまう人だっ

た。 

 

ある日(平成★年)、Yが家に来て「庭の日の当たりが悪いから(自分の家の)日陰を作ってい

る裏山の木の伐採を行いたい」「ついでに貴方の切って欲しい木も切るから、幾らでもい

いので、お金を半分。いや５万でも１０万でもいいから出して欲しいお金を半分。いや５万でも１０万でもいいから出して欲しいお金を半分。いや５万でも１０万でもいいから出して欲しいお金を半分。いや５万でも１０万でもいいから出して欲しい」「貴方の家は日当



たりが良いから関係ないんだけど(笑)」「他にも声をかけた」と言ってきました。自分の庭

の日当たり事情で切りたい木を切るのに近所がカネ払うって聞いた事がないから無視した。 

 

県所有の山の木で、半分負担してくれるなら木を切っても良いと市の人が言ったと言って

いた。他の近所さんも当然この提案は無視した。その日、親からこの件を相談された際、無

視でいいと思うとか、常識がない人なのか?本当に変わってるな。馬鹿だ、とかを家族で話

し合ったが(網戸だったし聞かれたかもしれなかった)多分カネを丸々払うのが惜しいので、

割り勘を狙ったんだと思う? 

 

その件を根に持ったのか、2、3日後ぐらいに、近所の皆が車を止めている共同スペースで、

家も弟の車を停めてた場所(Yの家の斜め前)に、突然水色の鎖で封鎖してしまい、立て看板

を立てて車がそこに止まらないように工作する。 

 

Y は以前から「不審車がいる」と騒ぎまくっていて(Y は前から不審車という言葉が好きで

周囲に主張してはいたが、実際は近所の人が部品取り用に停めている車で、他は殆ど近所

に用がある車)そのスペースの所有者の地主に掛け合って、封鎖を実行したらしかった。そ

の鎖自体は直ぐにトラックの運チャンが「何だこりゃ、邪魔だな」と手でちぎってた。 

 

結局、信者 Yはご近所トラブルで嫌がらせを強烈にやり、トラブル相手の人生を破滅させ、

家を潰し追い払いたくて、「監視」と称してハイテクとローテクを駆使した嫌がらせをカ

ネで組織的に請け負っている創価学会に、集団ストーカーを依頼して、嫌がらせをやり続

けたのです(創価学会の地区部長と、その取り巻きから退去勧告を受けました)宗教が嫌が

らせをやってるなんてピンときませんでしたが、実際に自分で体験したんだから間違いな

いです。この詳細は後に語ります。 

 

そして、私が可愛がっている外猫が急に姿を消し、弟と猫の名前を呼びながら、加害者宅

前の土管を探していると(実際にはその猫は縄張り争いで姿を消した)何故か加害者宅内か

らその猫の鳴き声が 2 回に分けて暫く鳴いた。実際に加害者宅周囲を歩いて、外ではなく

中から鳴いてるのを確認した。だが私のすぐ近くにいる弟には全く聞こえてないという珍

現象が起こった。だから猫が加害者宅に遊びに行ってるんだろうと思った。 

 

ところが姿を消してしまい病的な動物嫌いの加害者が猫を捨てたか、保健所送りにしたと

思ってしまい、(彼が越してきてから、野良猫の盛りのときの鳴き声とかが、一切しなくな

った)そして後に分かったことだが実際彼は動物を保健所送りにしていた。 

 

常に私の家の側の窓を開けて外を見ている加害者がネコの様子を伺っているのかと気にな

り、私も彼が家に対して常に窓を開けているのを止めさせようとして、加害者宅側の窓の

カーテンをあけ。お互いに窓際に立ったりして果てしないご近所トラブルが始まった。 

    

初期の被害初期の被害初期の被害初期の被害 

ご近所トラブルを起こしてから、その人と、水面下で(覗いただのと騒音トラブル)互いに



カーテンを全開にしたり閉じたり、網戸越しに睨みあったり、舌打ちし合ったりしました

が、加害者は口笛や、一度だけだが Yは右翼の街宣マーチを大音量で流したり(これはご近

所さんが白眼視したので止めている)連日、騒音おばさんのようにクラシックを大音量で流

してそれに合わせて口笛を吹いたりしてた(30～40 分) 

 

一度、私が目覚ましを止め忘れて、自分の家の二階で暫く鳴っちゃってたら、直ぐ止めた

が、朝からその日夕方まで加害者は、私の家の斜め前の外に止めた自分の車の中で、車の

前の窓を開けっ放しにして、何度も私の目覚ましと同じ音の目覚ましを１～２時間おきに何度も私の目覚ましと同じ音の目覚ましを１～２時間おきに何度も私の目覚ましと同じ音の目覚ましを１～２時間おきに何度も私の目覚ましと同じ音の目覚ましを１～２時間おきに

鳴らしては、止めたりしてた鳴らしては、止めたりしてた鳴らしては、止めたりしてた鳴らしては、止めたりしてた。。。。これは私が夕方毛布を取り込む為にベランダに出た時、丁

度 Y の車からその日何度目かの目覚まし音が鳴り響き、Y 宅から人が目覚ましを止めに来

て、それを私が目撃してからピタッと止んだ。同じ音の目覚ましって普通はないのでワザ

ワザ買って用意していた物と思われる。 

 

それだけでなく、兎に角ご近所さんに私の讒言を自分の主観で行なってました。窓際でカ

ーテン越しに、ネコと遊んだり、ネコがカーテンでじゃれたりしてるのも全て私の不審な

行動となってました。「あそこから覗いてるんだ」「ご近所さん家の向かいの窓でなにかガ

サゴソやってる」殆ど嘘だったのを記憶してます。 

 

また、この時から団地の上から下まで定期的に、自分の嫌がらせ行為は一切言わずに、私

の悪口や行動のみを言い募るというスタンスで巡回するという風評被害を開始してました。 

 

監視が始まるのは、工事の予告ビラもなく、ある日突然家の目の前の電柱に、バケット車 

が止まって電柱最上部に(私の部屋の丁度前方にある)なにか取り付けてて監視カメラか? 

私が何やってんだろうとマドから顔を出すと、作業服の男が「気を付けろ」「本人出てきた

ぞ」と注意しあって一旦作業を止めて、私を警戒していた(直ぐに再開したが)その工事の

間中、加害者は勝ち誇ったかのように長時間ご機嫌で腰に手を当て、窓近くから私の家に

向かって口笛を吹き続け(30 分以上)←実際はもっと吹いていたと思う。とにかく異様な光

景だったので強く覚えている 

 

その Y を見て N さんが呆れた口調で強く「なにやってるの」「なにか良い事があったんで

しょう!」と言っていた(Y はお隣りの N さんには相談していたので監視を開始するという

事情を知っていたと思われる) 

 

加害者 Y は夜中に 1～2 時間テープに録った自分の口笛の音を聞こえるかどうかってぐら

いで、流したりしてた。これは暫く続けていたが、ご近所の N さんが夜中誰がやってるの

か外に出て聞き耳立てるようになり、止めている 

 

その Nさん夫妻には、自分の嫌がらせを知られたくないのか、Nさん夫妻が外出して 2～30

秒ほど経ってからテープに録った自分の単調なフレーズの口笛をエンドレスで大音量で 

流し続けてた(最初は 3 時間ぐらいだったが、徐々に時間が増えてお隣さんが帰ってくる直

前に止めてた MAX８時間ぐらい)タイミングが良すぎるから近隣も監視してたと思われます。 

 



他にも私とのご近所トラブルなのに、それを隠し、私が近隣を覗いてるから、一緒に監視

しようと言い張り、(加害者も窓を開けてカーテンをしないでそこに突っ立ってコッチを見

てるのに)悪質にもその Nさんも巻き込んで Nさんから100万を監視料金として徴収したら

しく(加害者が私が覗いていると騒いでた) 

 

後日 N さんは無関係と分かったらしく、お隣さんが烈火の如く怒り狂って、加害者に「ど

うするの!百万も出させて!!」「家は関係ないでしょう!!」と詰め寄られ、「いゃ、じゃあ、

いいです・・百万はお返ししますから」それで Nさんの怒りが解けて「そう?じゃあ良いけ

ど」とシドロモドロになりつつ返し、それで N さんの怒りが解けて「そう、じゃあ良いけ

ど」とドタバタやってました。 

 

私と加害者だけのトラブルなのに、どうして？関係ない隣人から金を毟るという思考が生

じるのでしょうか?  

 

他にも、加害者宅前で人相の悪いトレンチコートを着た男が、家は山で囲まれてるので電

波が悪いからだと思うが加害者宅の外へ出て「具体的に金額を出して欲しいんだって」「う

～ん 2年で 260万円?」とか携帯で大声で話していた。 

 

それ以降、何の工事してるか分からない作業服の男が家の周りをうろついたりしてました

が(裏山にガサガサ登ったりしてた)それから暫くしてから、自分の行動に合わせてタイミ

ング良くノイズが生じる嫌がらせが始まるようになりました。今もこれを書込みしてると

「やってない」だの、音声送信で騒いだりしますね。 

 

また猫に対する虐待は今も続き、なにも起こってないのに猫がうなって落ち着かなくなっ

たりもしますね。加害者 Y は老夫婦ですが、とにかく二人一組で周囲によく私の悪口を言

い触らして回ってましたが、内容は殆どが嘘八百でした。 

 

自分達が対抗したり、率先してやっていた集団ストーカーとかの嫌がらせは一切言わずに 

いつも「○○さんがねぇ～」「○○さんがねぇ～」という調子でデタラメ吹いてました。 

自分の主観だけで話すので嘘が多く、猫がカーテンでじゃれてるだけでも、私が窓で不振

な行動をとっていたという風に話してしまうので困ります。 

 

悪質な自分の加害行為は一切言わず、相手のみ悪く言い募り続ける。このやり方が通るな

ら、どんなイザコザでも相手を悪人に仕立て上げる事が出来ると思ってました（この人は

基本このスタイルです） 

 

普通は自分の方が嫌がらせしまくってるなら、恥ずかしくて言えない、もしくは言いにく

い「正しいのは自分で悪いのはアンタ」なんてトンデモ説を普通に｢被害者ですがなにか?｣

と言ってしまうのをみるにつけ、ちょ、おま w とか、羞恥心のない人間に不可能なことは

ない。とにかくこんな気持ち悪い変人は今まで見たことがありませんでした。 

 

奈良の騒音おばさんの件を思い出します（騒音おばさんは創価の集団ストーカー被害者と



いう説が濃厚。彼女は折伏拒否してから嫌がらせを受けるようになった） 

 

ネットや図書館で、加害者 Yの性格を調べたのですが、嫌がらせの 24 時間あまりの度を過

ぎた粘着振りに最初サイコパスかと思ったのですが、これが集団ストーカーと言われる嫌

がらせのセオリーだとするとサイコパスとか、裁判にならない程の重篤な精神疾患ではな

いでしょうが、人格障害である可能性は高いと思います 

 

加害者が是非とも仲間に引っ張り込みたがっていた自分の隣の人 N さん(後日創価に入信

した、なぜ分かったかと言うと創価の座談会で、Nの名が出て「Nさん家ってこんな奥まっ

た所にあるんだ、私初めて行った」と Iさんが言っているのを実際に聞いたから) Yは良

くその人だけに、贈り物をして加害グループに引き込もうとしていた。 

 

Yは特に重点的に私の悪口を吹き込んでいたが、(他であまり相手にされなかったからかも

しれない)  Iさんが警備員をしていたから、私もバイトに警備員やろうと思い、弟とかと

話していたら(学校で先輩が良いバイトだと言っていた) 盗聴したのか、Iさんに「○○さ

んを警備員だからとバカにしてるんだぁ」「警備員の話をしてましたよ」とか、逐一曲解し

て、讒言するヤツでした。この手の悪口巡業は贈り物と共に定期的に行なっていました。 

 

私の部屋正面の電信柱(バケット車で何か付けてた電柱)に付けた監視カメラから見えたの

か（ネコがジャレてカーテンが 20ｃｍ程開いてた） オナニー後、換気扇で空気清浄した

ら、窓を開けると「覗いてるー!!」とシャウトして煩いので（確かに換気扇は加害者宅に向

いてはいるが） 

 

ある日 Nさんに「○○さん(私の名)のオナニーの臭いが臭いんだけど～w」と、早速夫婦で

出撃して楽しそうに笑いながら言ってました。奥さんが話し、Yは後ろでニヤニヤしてたと

思います。言われた方はひたすら困惑してましたが、この夫婦にとっては人から見てそれ

が下品な行為と写るとは露ほども感じない人でした。 

 

実際こんな悪口ばかり言っていたのを覚えていますがこの会話がフェードインしてきたと

きは、驚愕とともに、この夫婦は｢私に対する嫌がらせが生きがいになってしまってるな｣

と感じました。二人して楽しそうに、相手が引いててもガンガン私のオナニーについて語

っていたので、とにかく加害者さんは、言葉遣いだけは敬語バリバリで紳士なのですが、

一人称は「ワタクシは～」って人でした。 

 

だが一皮向くと、しょーもない人格が剥き出しになってて嫌でした。加害者は、関わる人

全てにヘンな人と評判を取る変人ですが、怒りが沸騰して暴走すると誰も止められません

でした。特に亭主の方が凄まじく酷く、時に奥さんの方が私に対する嫌がらせを止めてた

りする会話を聞いたのを覚えてます。 

 

受験の頃、Yの奥さんが「何時まで監視するの」と聞いて、それに対して Yが「いや、ずっ

とやらないと駄目だ」と奥さんに応え「ええーっ!!」と驚愕されてたり、監視を得意気に話

す Yに、Nさんが「(私は)図書館で勉強してるだけなんでしょう?」と言ったりしてたのが



聞こえました。それに対して Y は「うむ、そうなんですけどー」と何か重大な使命感を持

っているように応えていました。 

 

他にも、ある日 Yの 90歳ぐらいの母親が Y宅にタクシーに乗って訪問して、手厚く出迎え

られてましたが、Yが颯爽と嫌がらせや監視の状況を私の家を指差しながら説明してて(網

戸だから普通に聞こえた)それに対して Yの母親が「ええーっ!!」「こんな事する子じゃな

かったのに・・・」とガッカリしてて、空気が読めない Yも少し鼻白んでました。これを聞

いて Yの一族も本人以外常識人であることに安堵したのを覚えてます。 

 

M大学に入った年、Nさんが「いつまでこんな事するの?」と聞いて Yが「6年間は監視した

い」そして「6年間も監視するの!!」と絶叫したりもしていました。Y氏は神経質でウルサ

型、揉める以前から一人で騒いで不審車騒動を起こしたりしてました。 

 

ウチは揉める以前からそうだったが布団叩きの音が五月蝿いと、対抗して布団を音を出し

て叩いたり、私の親の食器洗いの音が五月蝿いと自分も音を立てて洗ったり、流しで洗い

物をしている親へも、低周波による空気の振動や痛み、スピーカーかトランシーバーを家

の周囲に設置して行うノイズアタックを行い、カラスの鳴き声を使ったタイミング合せび

騒音を仕掛け、母親がお茶を飲む時に頻繁にむせる様になったり、親が「洗い物するとな

ぜか、歯が痛くなる」等、嫌がらせを始めていました。話し合う以前に、自分が嫌だと思う

事に対して嫌がらせで攻撃して解決を図る。これはどうかと思いますね。 

 

タイミングがよすぎる騒音被害は、基本 24 時間続き、椅子に座ったり立ったりや、勉強、

飲食、寝返り、私のあらゆる動作(コップを持つ、本を読むなど)に合わせて騒音を送り、私

の食事の一口目、食べた瞬間に合せて、朝昼ならカラス、夜は犬が 3～40 分鳴き続けると

いう嫌がらせが 3 年以上も続けていました。 

 

昼は私が部屋を移動するのに合わせて、トイレや風呂、流し、洗面台、玄関、外出した瞬間 

階段、他の部屋に入った途端カラスや鳥や犬、ジェット音が高頻度で生じる、しかも私の

家の近くの四方にスピーカーかトランシーバーを設置したらしく、その部屋の方向からそ

の鳴き声が聞こえてくる事が殆どでした。 

 

他にも、盗撮してなきゃ分かるはずがないのに、私が朝二階からリビングに下りると必ず

加害者が突然口笛を吹き始めたり、毎回毎回で、まるで朝の挨拶のようでした。 

 

他にも自分の部屋に入った途端加害者が、口笛を吹いたりするという陰湿な嫌がらせもあ

りました 。リビングに下りる途中の階段の所では、加害者とは反対の家を挟むような位置

にある貸家に越してきた工作員 A が、騒音を立てたり、やはりカラスのノイズを立てたり

して攻撃してきました。 

 

外出時トラブル相手の家の前を通るときは、一時期必ず加害者が口笛を吹いたり、奥さん

が、ワザとらしくカーテンを音を立てて閉めたり、録音した N さんの歌声を流したりして

いました。 



 

とにかく以前と違ってやたらと鳥や犬、ジェット音がタイミング良く鳴るようになり、そ

の内私がいる部屋が無音状態で静かな時は、必ず鳥や犬、ジェット音が昼はずっとするよ

うになりました。 

 

私の腹をキュルルルと鳴らし、それに合わせて必ずボリュームを上げたカラスが鳴いたり

もしてました(腹が鳴るのは、最初はストレスかと思いましたが、後に好きなときに鳴らせ

ることが出来ると分かった) 

 

風呂場を開けるとき、数え始めてから 28 連続ジェット音がしたのを覚えてます。 

 

静かな時に、加害者がエンドレスで行なう嫌がらせに耐えかね、ラジオを付けながら勉強

をしていると、聴いてる CDラジカセのスピーカーから、鳥やカラスの鳴き声を送信してく

る。最初は番組の効果音と思ったが明らかに不自然だし違うなと。ラジオから聞こえるの

でまるで部屋に鳥がいて鳴いてるような感じだった。 

 

盗聴器発見業者に相談したら、東急ハンズとかで 2800円ぐらいでラジオに違法電波を飛ば

せる機械は自作セットとして売ってるとの事だった。その内テレビを見てると脈絡なく、

ニュースとかでもテレビのスピーカーから、カラスの鳴き声が不自然に聞こえるようにな

ってきた。  

 

後に、創価内部に入って多少漏れ聞きしたのですが、創価内や周囲への説明では、とにか

く加害者自身が 1000 の嫌がらせをしたとして、それに対して 1 でも 2 でも返ってくると、

相手もやってる、お互い様として処理してるようだった。加害者にエンドレスで 24 時間、

騒音を送られ、コチラが怒って、たったの 1 回だけ乱暴にドアを閉めたりすると、相手も

やってる、お互い様として処理しろということらしいです。 

 

納得がいかないが、それはまだマシな方で「こんな事をするんだよ!!」とか「ホラ～こうい

う事をやる!!」とか、自分の嫌がらせは一切言わず近隣にそれのみを触れて回る悪質さが

売りの爺さんでした。 

 

加害者が室内を盗聴して勉強の邪魔や、嫌がらせをしてくるのにウンザリしていたので(日

中ずっと、ワザと私のお腹を鳴らしたり、ゲップやガス、これらの直後に必ず大音量で鳥

の鳴き声がするノイズアタックを、夜間は家鳴り(ラップ音)を仕掛けてきていた。 

 

2、3週間ぐらい、ためしにコップからコップへ水を移したりして室内で音を立てたりして、

ノイズアタック対策をしていると(室内に音楽を流していたが、それでもやられた) 

 

夜、加害者 YがＮさんにその水音だけを問題にして(加害者が家にいる限り絶対聞こえない

音だし、蚊に喰われながら外で耳をそばだてて聞く必要はない音と思うが。盗聴してなき

ゃあね、)  

 



Yが「ホラ、ワザとやってるんだよ」 

Ｎさん「本当だ」とか、やり取りが聞こえてきた。 

 

分かったから、先ず自分が監視と称して 24 時間やっている盗聴・盗撮を駆使したノイズア

タックを止めろよと言いたかったのを覚えています。 

 

1 日 24 時間、特に朝から夕方まで家を家鳴らせる家鳴りや部屋が静かな時に加害者がやる

ノイズがウザいので、こちらも自然と曲をかけるようになる。するとその曲の切れ目に合

わせてやはり「カァカァカァカァ」とカラスが鳴く。あまりにタイミングが良いのでお隣

さんが、「○○さん家で曲が止まるとカラスが鳴くね」と不自然だと指摘したりしていた

が、加害者は「ほほぉ～」って感じでシラを切っていた。 

 

私も何度も確認したが曲がかかっているとカラスが鳴いてないんです。これは人為的にや

っているなと確信していました。対策としてはテレビと曲を同時にかけ、つねに音で部屋

を満たす事だった。 

 

夜は風の音「ゴゴゴゴゴぉー」(実際は無風状態)、季節によるが鈴虫「リーンリーン」とい

う音を延々と送り、徹底的に嫌がらせをしてきました。私の立ったり、座ったり、部屋の移

動に合わせて、やたら鈴虫が強く鳴いたりしていました。 

 

これにもお隣さんは不審に思ったようで「○○さんが立つと虫が鳴くね」「あぁ」と夫婦で

会話してるのが聞こえました、｢近隣から見てもやはり不自然なんだなぁ｣と思ったのを覚

えてます。 

 

夜中、救急車のサイレン音が聞こえるか聞こえないかの音で、微かに鳴らし続けたのもあ

った。 

 

ノートパソコンで曲を流していた時も、曲の切れ目に計算したようにノイズを立ててくる。

メディアプレイヤーの終了時間を計ってその時間に合わせて、鳴かせていると思ったので

下のタスクバーにメディアプレイヤーを入れたり、カーソルを動かして曲を巻き戻して 0.2

秒くらいで下に入れたりしたら途端にノイズが激減した。すると今度は、パソコンのハー

ドディスクを読み込むカリカリという音を動作に合わせてやったりしてくるようになった。 

 

自分が嫌がる音を立てる者全てを敵視する神経質な加害者は、「お隣さん、お隣さん、○○

さんがねぇ～」と執着する。お隣さんにご近所トラブルの相談をする割には、その人がソ

プラノで歌う歌には夫婦揃って腹を立てていて、日頃から奥さんがはき捨てるように「う

るっさい!!」と言っていた。 

 

歌の最中に口笛を吹いて妨害したり、私の家を何十回と屋根鳴らししたり、嫌がらせする

だけでなく、歌った日やその後、ご近所さんが外へ出たりする度に、お返しとばかりに強

くカラスや鳥、リスやジェット音で攻撃して憂さ晴らしをしていました。 

 



他にも、その人が物置に行ったり、外で仕事したりしてトンカチとか音を立てるとすかさ

ず攻撃して止めさせたり、お隣さんがドアを開け閉めしたりするたびに必ずといっていい

ほど私の家から家鳴りがするとか、車で出かけるためにドアを閉めたりする度にパキッと

家鳴りを立てたりしていました。 

 

それ以外にも近隣一帯に騒音を立てる人には、私の家を家鳴らせて抗議のような攻撃をし

て追い払ったり、私を含めて近隣 5件の家に対してノイズアタックをやっていました。 

 

自分に対する悪い噂に対しても、相手への制裁として口笛を吹いたりして攻撃していまし

た。とにかくこのトラブルメーカーのせいで、近隣一帯が不自然なノイズに包まれ、さな

がらミステリースポットのようでした。 

 

坂を上がって自宅付近にくると、もぉ明らかに音が違う、ゴゴゴゴ～と 一日中空気がうず

まくような音がしていて、鳥は明け方から鳴き、ジェット音が鳴り響いていた。付近にも

似たような山に囲まれた地形はあるがこうはなっていなかった。 

 

ムカつく奴を追い払う為にカネをかけてやっていたのだろうが、これでは無関係な住民に

も被害が及んでいたと思いますね。加害者の暴君ぶりが如実に出ていたと思います。追い

払うために嫌がらせをやったりして攻撃する、非常手段を取るならそんな腐った加害者自

身が出ていくべきだと思う。 

 

他のバリエーションとしては、こちらの動きに合わせて救急車のサイレン音のみ聞こえて

くるって感じでした。最近はあまりないですが 1 時期は本当にひどかったです。さすがに

不自然に何度も静かな住宅街にサイレン音が響くので、近隣があからさまに不審がり、外

へ出て音を確認したりするので、やるほうもその点は嫌だったみたいですが、それを理由

にその人に対して盗聴・盗撮をして嫌がらせをし続けるのは立派な犯罪行為だと思う。 

 

他にもネコを部屋へ入れようと、庭に面した窓を開けようと、窓に近づいた途端、あるい

はカーテンで外から見えない場合でもカラスや犬、ジェット音がしたりした、実際ネコを

家に入れるときも、カラスや犬、ジェット音がしたりした、 

 

家にネコを入れるとき Y家を覗いてなんかないのに、Y 夫妻が「あっ!今覗いてる!!」「コ

ッチ見てる!」「うん。」と夫婦で会話したり（大声） 

 

たまたま、お隣の Nさんと加害者 Yが外で話しているとき、(当然加害者 Yが言いつのり続

ける私への悪口話)ネコを家の中に入れようとしても「あっ!あそこから覗いてるんだ」と

強引に覗きに持っていってました。他にも、外出時、駅の改札口をくぐった瞬間、ほぼ 100％

車のクラクションを連続して鳴らす嫌がらせをやっていました。 

 

私の部屋の移動に合わせて音を立てたり、私が庭に面した窓に近づくだけで Yが口笛や「覗

きだ!!」と騒いだり、監視してなきゃできない嫌がらせだったので、ネットで調べた盗聴

発見業者を呼ぶことにした。公衆電話から依頼してくれとの事なので、駅の公衆電話から



依頼すると、良く図書館で見かけた主婦が、その時も隣の電話ボックスに入っていて私と

目が合うと慌てて逃げていきました。 

 

またガードテクニカ（盗聴発見業者）を呼ぶ交通費がバカ高く 14 万かかった。当日ガード

テクニカの人が来たときも、家の電話一つ使ってないのに、加害者夫婦は分かっていて私

の家の玄関のチャイムが鳴る前から「アッ!今来たよ」と Yの奥さんが Yに言って注意を促

してました（ターゲットのパソコンの画面や、24 時間外出時も付き纏って監視するんだか

ら、今にしてみればバレてて当然ですが） 

 

ガードテクニカの人は野外に仕掛けてあるスピーカー、トランシーバーなんて大体の方向

は分かるかもしれないが発見は難しいと言ってました（電波がスピーカー目掛けて飛んだ

瞬間だけ拾う事ができる可能性があるから、何処の家がやってるかは分かると言ってはい

たが、ターゲット宅付近の創価信者宅なら監視や嫌がらせを引き受けたりするのであまり

当てにはならないでしょう）。 

 

それに創価はありとあらゆる所に協力を要請しますから、創価警察と称されたりする警察

はあたりまえで、下手するとこの手の業者(盗聴発見業者)や相談所が、創価に汚染されて

るケースも普通に考えられます。 

 

いくらスキルがあっても個人で太刀打ちできる団体ではないので、圧力にも弱いでしょう。

ガードテクニカだって創価絡みでは無力だと思います。私が発見できたのに、プロがなに

も発見できないという結果も変ですしね。また創価はそういった集団ストーカーの障害や

邪魔になりそうな人物や団体に話を通して協力させるのも得意とする団体です。 

 

創価はそういったターゲットが電話や相談で駆け込みそうな所は予めチェックしたりしま

すから、不発に終わるのが基本と考えて間違いないですね。 

 

ガードテクニカの人は集団ストーカーとかの騒音被害は嫌がらせの手段として存在し、最

近ご近所トラブルや家族間のトラブル(遺産相続絡み)で呼ばれることが多いと言ってまし

た。 

 

私の被害を聞いてガードテクニカの人は「それは盗撮してないと出来ないな」とキッパリ

と言ってくれましたが、素人の私でさえ和室のエアコン付近のコンセントプラグカバーを

外して、500円玉サイズの茶色い盗聴器を一つ発見できたのに、何も発見できないだけでな

く盗聴発見機(携帯を利用しての盗聴発見も、家が隣家と近すぎると、その隣家の人が携帯

を使用してるのを拾ってしまうので無理)とかでした。 

 

見つけられないものは目視で発見するとのことでしたが、目視といってもざっと庭を一周

して眺める程度で、当然何も出てきませんでした。正直期待はずれでした。 

 

集団ストーカーに対して、この業者さんでは証拠収集は無理かと思います。また、基本料

金は安いのですが新幹線を使用しての出張費は大阪からですので、バカ高くつき 10万くら



い別に請求されました。正直気休めにもなりませんでした。 

 

でガードテクニカの人がこういった被害にあってるという人の中には「電波とか電磁波が

身体に当ってくる」と言う人もいるとか話をしてきたので、その時点ではまだ何も知らな

かったから、「それじゃただの変人ですよ」とか受け答えしてしまいました。後に加害者の

復讐心を、自分の身を持って体感することになるとは、思いませんでした。 

 

話は変わりますが、近所の良く吼える犬に対しては、その吼え声を利用して、野外に設置

したスピーカーからその犬の鳴き声を使って、やはりタイミング良く長時間、私の行動に

合わせて吼え声を使い嫌がらせしてきたりしていた。 

 

それがあまりに長期間に渡ってなので、その飼い主さんも「確かウチの犬の吼え声だけど、

犬は鳴いてないんですよね」「この辺りにそんな声でなく犬は他にいないのに・・」と井戸

端会議で、皆に言っていた。加害者はカルト魂を発揮してすかさずそ知らぬフリして会話

に参加。 

 

加害者 Y は自分がやってるなんて事実はおくびにも出さず、狸を演じ一緒になって首をか

しげてました。 

 

しかし、周囲の気に入らない音や出来事に対して無差別にノイズで爆撃する癖がある加害

者はその犬に対しても対抗し、その飼い主さんの方の山にもスピーカーを仕掛け犬が鳴き

始めたら、その鳴き声を打ち消すようにワンワンワンワン!と大音量で犬が静かになるまで

嫌がらせを続けてました。その時に全く同じ吼え声の犬が 2 匹いる様に聞こえて不自然で

した。 

 

もしかすると犬に痛みも与えていたかもしれません 。しかし、自分は犬の鳴き声を連日連

夜、嫌がらせに利用していたのに、どういう風の吹き回しか。結局はうるさかったからで

しょうが、相変わらずやり方がイチイチ過激で変でした。  

 

まぁクレームも定期的に付けてたようですが、また、ご近所の N さんは加害者が私の悪口

を言いまくる度に、話し合ったらと勧めてましたが加害者は「いゃ、いいですよ!甘やかす

必要なんて無い」と主張、24 時間「監視」と称して張り付いて嫌がらせを続けてました。 

 

許せないのは、Yは私に対してだけではなく、Yにとってうるさい音を立てるご近所に、仕

返しのノイズの嫌がらせを、私に擦り付ける工作を夫婦で行ない、 

 

私が外出する際、加害者達は玄関や外に出た瞬間に、ノイズを立てるのですが、寒いと自

然にポケットに手が入りますよね、それを「○○さんがポケットに手を入れてるとカラス

が鳴くね～」「ホントだぁ」など、さも私がポケットに持っている何か機械を使って音を出

しているような事を近所に聞こえるように大声で言ったりする事でした。 

 

もぉね、アホかと、馬鹿かと・・・それお前が私の行動に合わせてタイミング良くノイズ立



ててるだけだろうといいたかったですね 

 

また、創価監視員が加害者だけでなくて、自宅の近くに住んで嫌がらせをしたりします 

聞こえてくる会話もやはり監視を匂わせていたり、いつまでもピンポン玉を壁に当ててい

るような音を立て続けたりしてた。 

 

我が家の直ぐ隣に建ってるので、私が階段を降りるときに舌打ちしたりしてました 

「舐めやがって」と言うと動揺してましたが、その内引っ越して行きましたが、加害者が

ご近所さんに「監視員が一人潰された・・・」「えぇぇぇーっ」と、話してるのを耳にしま

した。 

 

また、仄めかし行為も行い、最近だが外で加害者について聞いたら（ウザいんでガンとか

で死なないかなと思ってると） 

 

思考盗聴でしょうが「（加害者は）ガンで死ぬよ」といったり、加害者がハシゴに登って伐

採行為をやってる際、私とかち合いそうになると偶然を装っての事だろうが護衛の様に登

場してきた（今飛び出して来たような、まるで裸の大将のような格好だった） 

 

こういった創価監視員が協力するので、加害者は自分がやるタイミングの良いノイズに関

しても、近所さんが車で外出する時にもほぼ必ずやっているので加害者自身が車で外出す

るときだけ鳴かないのは不自然とか言われた途端、鳴かせたり、旅行に行ってる間も復讐

を果たす事ができるわけです。 

 

あまりに騒音被害が酷いのでお隣の N さんに母親と一緒に相談に行った時の加害者の超反

応ったらなかったです。先ずNさんに盗聴器を発見した事をいったらビックリしてました、 

「えぇーっ!家も業者さん呼んだ方が良いのかしらね」とかいってました。ただ騒音に関し

ては私鈍いから良く分からないとしました（Nさんは、後に学会員になってる事は確定して

るのですが、その時そうだったかは不明） 

 

間に入ってあげるから話し合えばといわれたのですが N さんと一緒に謝罪に行ったら、加

害者が N さんを「話すことはない」と門前払いしたのは覚えています。結局彼は私の追い

払いと、人生破壊を追求したかったんでしょう。 

 

Yが Nさんにやっているノイズアタックは、(Yは私に擦り付けてました)私ではないと言う

と(ずっと誤解を解きたかったので)「彼(Y)がやってるって言うんでしょ」と言ってました。

Yはそれがバラされたのが気に食わなかったのかも知れません。Yは相談の間中ずっと聞き

耳を立て続け、二階のお隣さんに面した窓の所から威圧的に、ヤケクソ気味に口笛を吹き

続けただけじゃなく、相談後直ぐに、Yは奥さんを連れて早速 Nさんを訪問、色々話し込ん

でました。 

 

更にその後、タイミング良く鳴いていた鳥やカラス、犬の頻度が 3倍増しぐらいになり 

必ずといっていいほど部屋の移動の度に鳴くようになり、只でさえ酷かったノイズアタッ



クが劇的にヤバくなりました。 

 

Nさんに相談されたくない、ムキになって嫌がらせをしたのは間違いないと思います。こん

なの明らかな人為的な嫌がらせではないでしょうか。とにかく Y は創価を使ってテクノロ

ジー犯罪に手を染めてから劇的にに自己中で暴君。 

 

自分の主張が通らないと駄々っ子のように嫌がらせを水面下でやる存在に成り下がりまし

たね。嫌なことに対して我慢しないでまず話し合いではなくて攻撃する、しかも完全犯罪

です。これは過激になっていくと思いましたね。 

 

これは書かれたくないのか「全部落ちた」だの、勝手な音声送信をしてますね 加害者が立

ててたノイズとしては、ご近所さんが外に出るのに合わせて、私が見ているテレビのボリ

ュームを不自然に上げたり(音量は変化してないが明らかにボリュームがご近所さんの外

出に合わせて一時的に上がる) 他、家のネコの鳴き声をたてるとかです(実際には私の隣

で寝ていて鳴いてないのだが) これらをやって、一生懸命仲違いさせようと頑張ってまし

た。 

 

書かれたくなかったのか、ご近所さんの事を考えると怒りの感情送信を瞬間行ったりする。 

加害者があまり頻繁に自己中心的に、自分の嫌がらせは一切無視して私の悪口や苦情ばか

り言いまくるのでご近所さんが「あなたもやってるんでしょう!」と強い口調でたしなめた

りもしてました。 

 

他にも警察を呼んで、家に面した壁に付けた騒音計を手に説明して食器洗いの音が五月蝿

いからなんとかして欲しいと頼んでました。警官は「生活音だから、どうということはで

きない、民事不介入が原則だから」と帰っていきましたが、警察車両が加害者宅前に止ま

っており、何事かと緊張したのを覚えてます。 

 

ある日、加害者が執着するお隣さんに「裁判を起こしたいから証人になって欲しい」と要

請して、「エエーッ!」と驚かれ(いつも加害者が話して、お隣さんが驚くパターンが多かっ

た) Nさんが「ご近所同士だし、お互い様で」と止めてくれたりもしました。 

 

極めつけは、加害者が防音フェンスを作りたいと言い出し、ある日突然工事車両と、コン

クリ車を呼んで N さんの庭に工事の人がきて作業を始め、お隣さんが出てきて大声で「ち

ょっと!なにしてるの!!」「なにしてるの!」と騒動となり(事前に打ち合わせが無かったよ

うで、怒っていた) 

 

工事関係者だけじゃラチが空かず加害者 Y が出てきて必死に「防音フェンスを作りたい」

「紫色の半透明のヤツで日は当たるから大丈夫」「モチロン費用は私が全額出しますから」

と説得していた「家だけでなく、Nさんの所までしっかりフェンスを作ってあげますよ」と

言っていたが、謝罪の言葉はなく、自分のやりたい事を熱く語っただけだった。 

 

そして Nさんとの境にもフェンスを作りたいといい、Nさんが「家との間にも作るの!!」と



絶叫していた(Nさんのソプラノの歌声に対しても威風堂々と防音したものと思われる) 

坂の下に加害者 Y宅と Nさん宅があり、同じ坂の上に私の家があり,ちょうど下の二軒の上

方真ん中に、私の家があった。 

 

Nさんが「急に言われても困る、○○さん(私)に悪いでしょう」となり、一旦工事は中止と

なった。よそ様の土地を使う工事を、なんの断わりもなく勝手に始めてしまう人間が実在

するなんて普通は考えられないが、それが可能な人間もいるというのは驚愕の事実だった。 

 

しかもその人に対しても巨大な壁を作りたがるのが、駄目さに拍車をかけている。とにか

くテンヤワンヤの騒ぎだった。私の家は、神経質なお爺ちゃんといつまでも、騒音や覗い

た覗いてないで揉めるのもウザいんで、本人がそれで納得するなら良しとしようというこ

とで、家族の意見が一致して勝手にやらせようということになった、むしろソッチの方が

遥かに楽になるだろうと思っていた(マドをネコの出し入れに開け閉めするだけで、「覗い

てる」とか主張されるのも嫌だったので) 

 

その後、工事の人が家に許可を取りに来て(Yの姿はなかった)、我が家も OKして土台作り

として、工事の人が N さん宅の入り口の木や植木全部ぶっこ抜いて地面を整地して木を奥

に植え替えたりして、境目の土面全てにコンクリートを流して基礎となる土台(50 万とか

言ってた)が完成した。 

 

ところが、この地区は森林保護地区とかで、塀より高い物はそこに立てられずフェンスを

作れないから止めた方が良いと、近所の人が止めて、結局土台部分は「せまい駐車場」にな

り近所の家の「駐車場」を、近所の人がタダで作るという意味不明な結果に終わった。 

 

しかも Nさんは自然派で、コンクリートとかの人工物をあまり好まない人でした。その後、

Nさんは完成した「駐車場」には止めなかった、(以前から割りと外の空いてるスペースに

自由に車を止めていたが、駐車場完成後は自分の家の前の空いてるスペースに止めていた) 

それが気に食わなかったのか、加害者は、Nさんが自分作の「駐車場」に止めるまで、何度

も駐車中の N さんの車の直ぐ後ろに、ピタッと 5cm とスペースを空けずに自分の車を止め

るという行為を繰り返していた。 

 

それでは Nさんの車は出れないと分かっていてやっているとしか思えなかった。(加害者は

いつもは自分の庭に車を止めてるのに、その時は外の N さんの車に直列してマイカーを止

めて露骨に嫌がらせをしていた)この行為は N さんが「駐車場」に止めるまで続いた。(こ

のフェンスの一件は書かれたくなかったのか、音声送信でとにかくしつこく妨害したり「ホ

ントか?」とか記憶の封印を試みたりして、やたらと嫌がらせしてきた)  

 

ペットに関しても、私は当時猫を飼っていたのですが、こんなの(Y)がいたら外になんて怖

くてネコを出せるわけないのに(出してないが・・・)脱走したとき、といっても普段出てな

いから、子猫の時のように排水溝の土管に入るだけだか、Yは排水溝で爆竹のような炸裂音

を立てて、家に猫を追い返してた。大慌てで猫が飛んで帰ってきたのを覚えてる。 

 



加害者は大の動物嫌いで、庭にガラス片を撒いたり、塀にスパイク取り付けたりしている

くらいです。ペット虐待ももう 4 年以上ずっと続けているが、野良には保健所も使う人で

す。また別に私が弱った子猫を拾ったときも、周囲に話して問題になったそうです「自分

に対する嫌味だ」と言ってね、外にも出してないのに・・・正直ついていけないです。よう

するに彼が一人で騒いだだけですが ・・・・ 

 

創価信者 Y とのご近所トラブル以降、集団ストーカー被害にあい監視をやられるようにな

り、創価の集スト嫌がらせの数々をやられ始めましたが、自分の行動に合わせてタイミン

グ良くやられるノイズ被害から徐々にエスカレートして、他の嫌がらせもガンガンやられ

るようになりました 

 

神奈川県鎌倉市の実家で受験勉強をしていた 10月頃から、突然夜中に地震のようなもので

何度も叩き起こされるようになりました。起きた瞬間に、部屋がビィィィーっと共振音の

ようなもので包まれ、上半身にミミズ腫れができて、48本以上爪で引っ掻かれたような後

がありました。 

 

出血はしていませんでしたし、風呂に入ったら傷は薄くなって、暫くしたら消えましたが

(このミミズ腫れは妹が確認済み、猫ではない、パジャマに乱れはなく、傷は全て同じレベ

ルで金玉の裏にまであった) 夜中に 2、3 度振動で叩き起こすのは、何度か繰返しやれま

した。 

 

起きた瞬間から、1、2秒後に振動を止めるので、最初は何で起こされるのか分からずに混

乱してパニック状態になりましたが目が覚めた瞬間に、ピリピリ帯電感のある振動をやら

れているのに気付いたら、急に夜中叩き起こすだけでなく、一日、24 時間常に低周波によ

る振動被害を受ける様になりました。この体に当たる振動被害は、外出して何処にいても

感じるようになりました。 

 

この頃から、一方的に凄まじい嫌がらせを受け続ける地獄の日々が始まりました。 

 

普段は家ではなく、自転車で図書館に通って勉強してましたが、図書館でも加害者が 15回

くらい舌打ちしながら、茹でタコの様に真っ赤な顔してコッチを暫く睨み付けてきたりと

堂々とケンカを売るような行為もしてきました(突然なのでビックリしましたが、何とか耐

えました) 

 

当時、夜中の 3 時ごろに N さん宅の庭で懐中電灯が二つゆれて誰かが何かをしており、私

が見ているのに気付くと慌てて懐中電灯を消していました。この後暫くして、朝前日なん

ともなかった物置に止めている私の自転車がパンクしていて、修理に持っていくと中々パ

ンク箇所が分からず、やっと発見すると「変だな、内側から針みたいなので穴があいてる、

普通パンクって外側なのに」と言っていました。 

 

低周波の振動被害が始まってからは、移動中もピリピリと帯電感があり、図書館でも電気

椅子状態だし騒がしく仄めかす人が出てきたりして落ち着いて勉強できなくなったので、



家で勉強するようになった。 

 

当初は加害者が、どこかに依頼して、嫌がらせが始まったのは理解できても、どこが嫌が

らせをビジネスとして引き受けているのかが分からず不気味でしたが、後に加害者は嘘も

付き、聖教新聞も取らずに隠していたが創価学会員で創価が集団ストーカーといわれる嫌

がらせをやっている実態が分かりました。 

 

宗教がカネで、一般人への嫌がらせを請け負うなんて全くピンときませんでしたが事実と

してある以上、受け入れるより仕方が無いと思いました。加害者は、厭らしい人格破綻者

なので、私に対する嫌がらせが軽いときは私の飼っているネコに対しても低周波による空

気の振動の嫌がらせを行ってました。 

 

ある日、私に対する嫌がらせがなぜか軽くて、なんでだろうと思いつつリビングの椅子に

座っているネコを撫でようとネコに触れたら、その椅子ごと包む様な範囲でピリピリと振

動して、低周波が当っていました（加害者は有名な大の動物嫌いです） 

 

同時期、母親にも軽くずっと低周波をやっているのを確認済み。それだけでなく親が頻繁

に、お茶を飲む時むせたり、咳き込んだり、また歯痛を訴えるようになった。ここまで変態

的な性格なのかと、｢ネコでストレス解消か｣とゾッとしたのを覚えています。 

 

加害者は、無防備な相手に対して嫌がらせをやり続けるのを得意とする変人学会員です。

私も寝ている間に加害者本人と分かる嫌がらせをネチッと受けたりします。(頭痛や低周波

を、強くしたり弱くしたりして起きるまでなぶり続ける嫌がらせで、これは 2007 年の秋ご

ろまでずっとやり続けていた) 

 

（こういった被害を書込みしていると、妨害か、様々な嫌がらせを受けます。例えば、低周

波による振動被害について書込みしてると、低周波を強化してくるし、タイミング良く鳴

るノイズに対して書込みすると、ノイズ被害が強化されます ← ボイスレコーダーで実

際に鳴いているのを確認済み。 

 

こんな事を人工的にやっておきながら、被害者がそれを考えるから起こる被害妄想だとし

たいようです。これが創価の揉み消すときのパターンとは聞いていましたが実際にやられ

るとは思いませんでした。 

 

受験の頃から、加害者の異常な攻撃にはウンザリさせられていたが、Yは動物虐待も、日常

的に実行してストレス解消していた。彼は、暗いこのペット虐待をずっと続けているんだ

からイカレてる。最近も猫がゆっくり横になっている時に呼吸がやたら激しくなる、ﾊｯﾊｯﾊ

ｯﾊｯというような呼吸をしていた、普段はスーー、スーーといった感じなのに・・・・こう

いった嫌がらせもずっとやっていた。人間としては、無抵抗な動物に対しても長期間嫌が

らせし続ける最低の人間だと思う。 

 

私だけでなく、隣が気に食わないときは、家の猫の鳴き声を頻繁に立てたりして、嫌がら



せや、ご近所トラブルの誘発を狙っていた(実際猫が隣で寝ていて鳴いてないのを確認)Yは

自分のやりたいことをやる、まるでデタラメな暴君のような存在だった。 

 

揉める前から、犬の鳴き声とかに反応して大声で奇声を発する人だったが「オウッ!オウッ!

オウッ!オウッ!」とか。また、気に食わない犬が近くで飼い主と遊んでると手をパンパン

叩いて追い払ったりしてた。他にも自分が嫌がるノイズをたてる相手には、ウチだけでな

く、ノイズをたてる家の周囲にスピーカーかトランシーバーを設置して、そこから陰険に

ノイズアタックを仕掛けたり、その音に対して関係ない私の家を鳴らしたり、自分で口笛

を吹いたりして無差別にノイジーなカオスサウンドを振りまいていた。 

 

Yは初期は、人工的に犬の鳴き声やカラスを鳴かせる嫌がらせを続け、特にゴゴゴゴーとい

う風の音とかは一日ずっとやっていた時期もある。多くは夕暮以降、小動物が鳴かなくな

りノイズアタックでスピーカーから音を飛ばすのが不自然な時間帯にエンドレスでやり続

けてました。 

 

ゴゴゴゴゴーっと風が常に吹いている音がして(草木が揺れてない無風状態)ミステリーサ

ウンドが形成されていた。 

 

Y氏は 24 時間ここまでの嫌がらせをやっているにも関わらず、そのクセ自分がやってる嫌

がらせは一切無視して、近所に私の苦情だけを言い続け、流石に「貴方もやってるでしょ

う!」とご近所さんに切り替えされながらも、しつこくしつこく「オレが被害者だ。相手は

加害者」と風評被害を続けてました(聞こえたのは殆どが嘘だった) 

 

それだけは嫌がらせと平行して、自分のライフワークのように粘着して、なんとか N さん

を自分の側に引き込もうと暗い情熱をたぎらせ続けてた。そのクセ N さんにも容赦なく、

集ストしてましたが・・・自称被害者 Y の風評被害を聞いていると、嫌がらせをカネかけ

て盗聴盗撮して主導権握って 24 時間ガンガンやり込んでいる人の発言とはとても思えな

いものばかりでした。 

 

部屋が無音状態では 100％鳥や、カラス、犬の鳴き声ノイズや口笛を吹いて、嫌がらせして

きました。これは N さん家に解決の相談をしに行ってから更に激化してずっと行われ続け

た。無音時は常に嫌がらせにノイズアタックを受けるので、たまらずに音楽をかけると、

今度は曲の切れ目に必ずカラスや鳥が鳴き、盗聴して嫌がらせしている事を誇示している

かのようだった。 

 

曲のボリュームが小さい時はカラスや犬を鳴かせて嫌がらせしてきていた。曲が普通にか

かってるときは鳴いてないんですよ!! Nさんも、「○○さん家で曲が止むとカラスが鳴く

ね」と不思議がっていたのが聞こえてきました。 

 

部屋でテレビを付けると加害者宅でも同じチャンネルに合わせて TV を聴いているのが聞

こえてくる音から分かった。私がチャンネルを変えると直ぐにチャンネルを変えているの

が加害者宅から聞こえてくるテレビの音で分かった。どうも別の音が盗聴してる部屋にあ



ると、テレビ見ながら監視している加害者にとって邪魔みたいだった。 

 

当時、歯学部受験で大忙しでしたが、創価信者とのご近所トラブル以降、妨害を受ける様

になりました。まだ集団ストーカーが開始されて一年目ですがこの惨状です。 

 

特に低周波による振動被害が始まった 10月以降、嫌がらせは急激に悪化しました。以下の

被害を 24 時間エンドレスでやられるようになりました 

 

○寝つきの良い親もこぼしていましたが、夜、妙に目が冴えて眠れなくなるという被害が

起こる 

 

○勉強するにも嫌がらせが酷いので、家のアチコチを転々として勉強していた。夜寝る時

も色々な場所で寝て、被害が軽い場所を探して寝てました 

 

○傾向としては、家に一人でいる時に嫌がらせがキツクなっていました 

 

○顔面レーザー・・・夜寝ているときに、顔になぞるように高熱を感じたりした、その後そ

の箇所が腫れたり、シワが出来たりした、唇の裏側にも熱を感じ、鏡で見ると熱かった部

分が明らかに腫れたりしていた。 

 

○勉強していると、(してなくてたも) 頭痛がガンガンしたり、しみるように痛む頭痛を

強く与えてきて妨害してきますし、参考書を開くだけで頭痛が始まったりしました。頭痛

被害は本当に凄まじく、受験勉強の暗記や理解がし難いだけでなく、夜寝ているときもエ

ンドレスで行なわれ、その日覚えた事を全て掻き消そうとするかの如く酷い痛みを与えて

きました 

 

○耳鳴りもやられるようになりました。これは特に夜間強くやられるようになりました 

 

○昼寝や夜寝ているときに頭皮が痒くなり起きると毛が大量に抜けていたりする嫌がらせ

も頻繁に受けてました 

 

○肩や首になにかが当ってる感触がして急に筋肉がパンパンに硬くなったり体を動かして

もいないのに突然筋肉痛になったりという嫌がらせも日常的にやられてました  

 

○当然静かな時は、タイミング良く鳴く鳥、カラス、犬の鳴き声をたてる嫌がらせは必ず

やられました。ドアを開けて外出時に必ず鳥(カラス)が鳴くのはむろんの事、ネコを入れ

ようと庭に面した窓に近づくだけで、「アッ!!覗いてる」「今覗いた!!」と加害者夫婦で騒

いだりやはり、コチラの行動に合わせてカラスや犬が鳴く音がする嫌がらせ行為をしてま

した(これは監視してないとできない行為だと、盗聴発見業者も言ってました) 

 

○24 時間、低周波によるピリピリする振動被害は続き、電気椅子状態で勉強したり生活 

したりしてました、特に腹部に強く振動被害を受けていたのを覚えてます。強く振動して



るときは、部屋がビィーーーっという共振音で包まれていたのを覚えています。低周波の

振動は外出しようがお構いなしに、24 時間何処に居ても振動をやられました。低周波の振

動には 2 種類あり、通常の強いとビィーーっと共振してピリピリ感じるのとは別に、シュ

ーーーーっという音と共により強く体の奥まで震動が届く嫌がらせがありました 

 

○夜間は、電気がピリピリと当たるような電気布団状態の振動被害だけでなく、心臓の鼓

動を「心不全」一歩手前まで上げる嫌がらせ(実際に脈を 3回計り一分間にあと一度でも拍

動したら心不全と判定される状態になっていた。心不全は心臓がいつ停止しても不思議で

はない状態の事)と、やたら心臓がドクドクと「音を立てて拍動したりする」嫌がらせも受

けてました。 

 

これも直に 24 時間エンドレスでやられるようになった。心不全一歩手前の早い鼓動の状態

が５年近く続いているのだから身体にガタがきてもおかしくはないと思う。やたら疲労感

があるときは、これが原因かもしれない。身体を動かすと、本の一瞬だけ元の鼓動のリズ

ムに戻ってゆったりしますが、直ぐにまた早くドクドクと心臓が不自然にリズムを上げま

した、これは人為的に狙いを定めてやってるなと思いましたね。親も不審がって「凄い心

臓の音がするね」とか言ってました。 

 

○藤沢に遊びに行った帰り、寝ていると夜中にパキッと歯が鳴る音がして痛み出し目が覚

め、突然前歯にヒビが入ったりする嫌がらせを受けた当然夜通し痛みは続いた 

 

○頭痛が 24 時間続いてる状態なので、外部から何かを頭部に当てられていて、痛むから他

の人の頭部に近づけても痛がるかもと思い、007 のゲームをしている弟の頭に近づけてゲ

ーム鑑賞していたら、弟も「ちょっと、近づかないでよ、頭が痛くなってきた」と言われ

た。 

 

○熱を身体に照射されて軽い痛みを与える嫌がらせを受け続けた、特に左の睾丸に常に熱

いくらいにやられて、(鋭い痛みも有り)左の睾丸が 5～10ｃｍ垂れ下がったままの状態が

続いたりした。痛みと熱を当てられた方の睾丸が３倍近く腫れたり、瞼の裏とかに熱を感

じる事も頻繁にありました 

 

○ブーーンというエンジン音のような音と共に身体にに針が刺さったようなズキンとくる

痛みが走ったりしました心臓や肺、頭部やわき腹、睾丸等に日に十回以上やられてました 

いつくるか分からないので不安感が常にありました。特に心臓への嫌がらせは酷く、あま

りの痛みに自然に「ウゥッ」と唸り声が出て前かがみになり胸を手で押さえたりしてまし

た 

 

○母親も確認したが、夜、部屋和室隣りの木の壁にもたれてると、突然背中が焼けどする

ほど熱くなりアチッと思って壁から背を離して、背中を手で触ると丸い円状にその部分だ

け熱くなっており壁に触れると、もたれてて熱を感じた部分だけが熱を帯びてました。こ

のことは母親にも壁を触って確認してもらい、確かに熱を持ってると言ってました。 

 



○心臓に熱と共に痛みを走らされ、それを長期間（半日とか 2～3 時間）やられたりもして

ました。これも外出時も含め２年近くやられてました 

 

○加害者の奥さんは「アッハハハ!!楽しぃ～」と大声で笑いつつ、私の外出時に家を屋鳴

らせてオロオロしながら隣に対する嫌がらせだと思ったらどうしよう。とかどんな細工が

あるのかと考える私に嫌がらせしてました。 

 

○加害者は、隣の家の人が歌うと、いつも迷惑そうにしてる人でしたが、私に対して低周

波振動を強くしたりしてました。このように自分にとって嫌な事があると、私や、私の家

族、ペットに八つ当たりする人でした。 

 

他にも、そのお隣さんにも歌に対抗して口笛を吹きまくって、歌を中断させたり歌が終わ

った後、その人が外に出てくると、口笛をイヤラシク吹いて嫌味をやったり、カラスや鳥、

リス、ジェット音がする嫌がらせをやってました。お隣さんも「変ねぇ、飛行機飛んでない

のに・・・」と言ってました  

 

○異音がする、冷蔵庫から何故かパキパキ音がしたり、頻繁に家鳴りがしたり、灯油スト

ーブから灯油缶から油がストーブに入るトクントクンという音が、妙にタイミング良く発

生したりした他にもタイミング良くカーンという金属音が石油ストーブからしたりした 

 

○朝目が覚めた一瞬、外でカラスが大声で必ず鳴く、それに合わせて自分の心臓がドクン

ドクンドクンと凄い速さと音で拍動して 10～20 秒後くらいに収まるが 2～12 時間くらい、

悪いときは一日中心臓が痛み続ける嫌がらせを受けてました 

 

○母親がリビングで椅子に座っているとき、やはりその椅子ごと極軽くですが、低周波の

ピリピリする振動が当たっていた。これも長期間行っていた 。 

 

○我が家を私の動作や、お隣のＮさんが歌ってる間中や外出時、タイミング良く「パシィ

ッ」「ピシィッ」と強く屋鳴らせて嫌がらせしていましたが、盗聴器や盗撮器を調べる為に

天井裏に上がったら、かなりの柱にボロボロにヒビが入ってました。 

 

酷い所は柱に付いていて、天井と柱をくっつけている蝶番がヒビにより、柱から切り取ら

れてる状態になってる箇所もありました。Yはどうせこの家から追い払うからと、目に見え

ない所の木材を面白半分に痛めつけてるとしか思えません。 

 

ちなみに人目に付くリビングや他の場所の柱にはヒビはなく、確認できたのは屋根裏のみ

です。こういった点にも水面下で嫌がらせをする加害者の性格が出てます。避難先の上野

のビルでも受験時は、ガンガンピシピシ屋鳴らせてましたから、コンクリート製ではあり

ますが、やはり、目に見えぬ箇所はボロボロかもしれません。 

 

○加害者の家の側を私が通るとしょっちゅう、口笛を吹いたり、テープに N さんの歌声や

猫の鳴き声を吹き込んだのを通り過ぎる私に聞かせてはウサをはらして喜んでいた。また、



通るとき、彼の家の方を見るだけで「覗いてるー」と言っていた。 

 

○加害者 Yは、私のオナニー時は率先して嫌がらせに励む人で、一度ならず、奥さんが「始

まるよ～」とか Y に教えるような大声が聞こえ、歓喜に満ちた Y の声がそれに応え、その

後ピリピリする振動を与えてきたり、性器や睾丸に熱をなぞるように照射したり、金玉に

のみ低周波による空気の振動を与えたり、痛みを与えたりして遊んでました。 

 

亀頭にのみ熱を当てたり、裏スジに痛みや切れ目を与えてきたり、無理矢理性器の性感を

刺激したり、逆に全く抜けなくなるような嫌がらせをしてた。Y 夫妻はこれが大のお気に入

りで、必ずといって良いほど嫌がらせをやり込むので、Yが起きている日中は嫌がらせが強

くやられ殆ど夜中しかできませんでした。 

 

別の監視員宅の奥さんも「本当にやってるのー」とか声を上げたりしてました。私は自室

ではできずに、トイレでやるしかない程追い詰められていました。そこでも入った途端、

トイレがある方角に取り付けたトランシーバーやスピーカーから、カラスや鳥でしつこく

仄めかしてきたりして嫌らしく攻撃してきました。これは通常の目的のトイレの際も必ず

行っていました。対抗策としてトイレや手洗い場の水を流しっぱなしにしたりして誤魔化

してました、またそうでないととてもやってられませんでした。 

 

○夜自宅から外出する時や、帰ってくるとき、Yがコチラを覗いていた部屋を(Yは「監視」

と主張するでしょうが、「嫌がらせ」がメインの「監視」なんてある訳がないと思います)、

まるで監視を誇示するかのように常に付けていた。明かりが消えていても私が外に出入り

する時は突然付けたりしていた。これも 4 年近く続けていたがある日庭で、弟に Y の嫌が

らせの一部として話したら、突然止めた。 

 

○睡眠時に身体に痒みを与えて、かき毟らせ裾とかに膿が出るまでかき毟らせ、臭いを発

生させたりしてた 

 

○また、体臭の発生後、嫌がらせとして大学やアパート、ビルなどにいても腋や身体、股間

や裾、肛門に熱を与え、臭いを発生させて周囲の学会員が「クセェー」と囃し立てて嫌がら

せに励んでいた。またやたらとタイミング良く、または、長時間おならがやたら出る状態

にされ、場所によっては我慢せざるを得ず、きつかった。病的に神経質な加害者は私の家

族が外で雑草取りや、物を壊してゴミに出したりするときに（となりのＮさんが大工仕事

や雑草取りをしてる時も、ガンガン私の家を鳴らせたりタイミング良く音を立てて、作業

を止めさせたりしてました） 

 

加害者が人相の悪いトレンチコート風の人と監視の費用について話をしてたり、監視の相

談を近所にしているのを聞いたりしてましたが、この創価信者と揉めてから周囲に変な事

ばかり起こるようになりました。 

 

突然低周波による振動被害が始まった時は、本当にパニックになりましたが、この嫌がら

せを受けてるのは自分だけじゃない、他にも被害者がいるはずだと思いネットで調べたら 



普通に被害者がいて、やはり嫌がらせに 24 時間耐える生活を強いられている現実があるの

が分かりました。 

 

ネット検索して辿り着いた「教えてくださいこの原因」ここのサイトに寄せられたり、(こ

のサイトの内容が 6 年前と変わっているから創価に屈しつつあるのかもしれません。被害

者が高齢の方ですし静かに余生をという気持ちは十分に理解しますが) 管理人さんが書

かれている被害の実態は自分の被害とウリ二つでしたので、振動被害という嫌がらせがあ

る事を確信しました 

 

（今、当時を思い出そうとすると、必死になって記憶を霞ませたり、上の監視員がドスド

スと足音を立てて威圧してきたり「嘘だ!」と音声送信してきたりしています） 

 

受験勉強のとき、12月の初め頃、実家で嫌がらせに耐えつつ勉強してましたが、ある日頭

痛が強化され、しみる様な頭痛とガンガン頭が痛む頭痛を高レベルでやられ、涙が出てく

る程の痛みで、とても耐えられず、勉強が全くできなくなるどころか、家にいる事が困難

になり他県にある父親の診療所 4 階に避難しました。そこに移動する電車内でも低周波に

よる振動は普通にありました。 

 

加害者は私を実家から、とにかく追い払いたかったみたいです。そこでは嫌がらせの頭痛

は大分軽くなりましたが、やはり勉強の邪魔は凄まじかったです。色々な被害がゼロにな

る事はありませんでした。 

 

引っ越したその日に、下の 3 階に学生風の連中が来て、部屋からドリル音がして何かを取

り付けてる気配がしました。三階は整体師が(客は殆ど来ない)、二階には不動産業者が部

屋を借りて、不夜城のように一晩中部屋に電気が付いてました。 

 

監視員宅は、被害者に合わせて一晩中起きたりしてるのがポイント。ただしその事をター

ゲットが気にしてると、誤魔化すために急に夜中は電気を消したりするようになる。特に、

身体のアチコチをパンパンに筋肉痛にしたり(特に首や肩)、頭痛、低周波による振動被害、

心臓の不自然な拍動、家鳴り、タイミング良く鳴くノイズ等は日常的にやられていて私の

受験勉強の邪魔は、特に丹念にやってました。 

 

トラックが通過する度に部屋が微弱に揺れるような嫌がらせをしてきたり（これもある日

を境にピタッとやらなくなり分かった）自転車がブレーキをかけるキキーって言う音が、

やたら頻繁に聞こえるようになったりした。 

 

追い込みのシーズンに上野で飛行機のマークの看板を出している隣のバイク屋が用もない

のに、3-4 時間自宅前の高速道路の下で発動機を回し続けたりしてた。騒音が酷く、警察に

相談しようかと電話をかける直前に止まった。  

 

一日中嫌がらせに耐えて外出しないでると、次の日急に被害が重くなり、頭が痛いし重い

し、とても勉強になりませんでした。だから、被害が軽く勉強できる外のカフェやマクド



ナルドで勉強するようにしてました。 

 

そこでも変な人の付きまといがあり、同じ人物に何度も付けられたりしました。道に迷い

いつもと違う道に入ったので、慌てて引き返すと亀井静香に似た人が後ろから来ていて、

目があうとハッとした表情を浮かべてうつむいて歩き去ったりというのはありました。 

 

そいつは、車(春日部ナンバー)でも私を付回していて、デパートに徒歩で買い物に行く私

の後ろをゆっくりと、停止したり、ノロノロ走行したりして付いてきたりしてました。私

が異様な動きをする車に気がついて、何度も後ろを振り返るようになってからもその車は、

私の動きに合わせて、追い越さないように歩道に寄って止まったり、超低速で走行したり

して、私の後ろから付いて来てました。 

 

私が止まってると、その車もわきに寄って停止してました。歩き出すと、スロー走行で付

いて来ます。あまりに露骨なので、その車に近づいて、ジロジロと中を見てみると、助手席

に緑の作業服を着た亀井静香に似た例の奴が乗ってました。それから、その車は前方に発

進して去っていきました。 

 

他にもその亀井君とは、カフェからの勉強帰りにも会ったりしていて、やはり私の後ろか

らテクテク歩いてくる。彼に気がついたので、ムカついて彼をやり過ごして後ろから付け

てやろうと思って付いていったら超反応して、怒りを露にして何回も振り返って早歩きで

歩き去っていき、個人的には大爆笑でした。 

 

他にも、私がファニーと名づけた特徴的な面白い顔の男がいて、ソイツとも何度か遭遇し

てますが明らかにコレも監視員です。家の診療所前にいて、私が帰ってくると携帯電話で

「本人、今帰って来ました」と何処かに報告したりしてまして、私が不審がってジロジロ

見るとわき道に隠れるように入っていったりしてました。道路でも何度かあいましたが、

秋葉原近くの交差点で急に頭が針で刺されるように痛くなりフト前を見るとファニーがい

たりとかもありました。 

 

コンビニで立ち読みしている時に、車が通る度に痛みが身体に走ったりもしました。これ

は歩いてるときも同様でした。歩きながらでも単語の暗記ぐらいできると勉強しながら歩

いていると、これに対しても、すぐに妨害が始まりました。鋭い痛みが頭部に何度も走っ

たり、頭痛がずっと続いたりした。 

 

歯学部受験になんとか合格して、(埼玉のM大学歯学部)下宿先を探さなきゃならなくなり、

埼玉県坂戸市のアパマンショップでアパートの物件を見るときも、椅子に座って条件と照

らし合わせて選びましたが常に空気が振動している電気椅子状態で、これは引越し先にも

嫌がらせする連中は付いてくるなと感じました、(その時物件を薦めてくる男性が妙に、笑

い顔だったのが印象的でした) 

 

(これを書き込み中に音声送信でヒステリックに「負けるか!!」と音声送信をしてくる)  

鎌倉の学会員では有名な元教頭の加害者は自分が取り入りたい相手にはプレゼントやおべ



っか、嘘を付いたり、Nさんが外出してから、大っぴらに騒音をたてたりして嫌がらせして

くる人でした。 

 

そうすれば、その人に対しては自分のしている嫌がらせ行為は隠蔽できると単純に思考す

るからです（気味の悪い事に、それは近隣を監視してないと出来ない行為です） 

 

しかし、現実問題はその人が外出してる時だって、私だけでなく他の住人も存在してる訳

ですがそんな事には頓着せずに、堂々と嫌がらせをする人です。（何時間もテープに録っ

た自分の口笛を、アチコチに設置したスピーカーから徹底的に流し続ける）リアル騒音お

じさんでした。 

 

当初は 3 時間ぐらいだったのが、8 時間ぐらいになり N さんが外出する朝から、夜半頃帰

宅するまでずっとやるようになった。結果加害者がたてる騒音が問題になると、外出して

て陰険な嫌がらせが分からなかった人の耳にも自然と情報が入ってくる。結局無駄な隠蔽

工作なのですが、バレると自業自得なのにその話をした人に対して、直ぐに口笛で威嚇的

に嫌がらせしたり、鳥の鳴き声等でノイズアタックして露骨に嫌がらせをしてました。や

られた人は「ええっ」と驚いていたのを覚えてます。 

 

こんな復讐鬼みたいなネジれた性格でも教頭になれるんだから日本の教育システムが歪ん

でいると言われるのも納得です。 

 

具体的には、加害者が近隣に私がやってる事について、ガンガン嘘も含めて風評被害のよ

うに言い触らしまくる。それを加害者が自分が外出していた時にやっているから分からず

に真に受けた N さんが、近所と噂話をするとき、私と加害者のご近所トラブルを話題に出

す。しかし何時も家に居る人は加害者が暴れまくってる実態を知っているので、それを話

す。外出していた人は事実を知り「ええーっ!!」と仰天する事になる。自分の嫌がらせ行為

がバラされたのを怒り、バラした人に嫌がらせする。こんな感じですね  

 

加害者はご近所トラブルにより、健康被害を受けたと言いふらしてたみたいですが、年齢

的な健康問題はあるでしょうが、実際問題倒れたなんて話は一度も聞きませんし、ピンピ

ンして嫌がらせを長時間やってただけでなく、ザ掲示板で私と工作員しか書き込みしない

ようなスレがありそこで、私のレスに対して、自分を周りに弱く言い周囲の同情を集めて、

自分の立場を良くする判官びいき的なテクニックがあるから、それを使ったんだろう。と

書き込みされました・・・まるで妖怪みたいなジイさまです 。 

 

創価は教育を重視しているといわれてますが、現実の教職員の質はこんなもんです。元教

頭の加害者は、一体何処でナニを教えていたのでしょうか?とても教師としての自覚や資格

があるとは考えられない変態的な嫌がらせ行為に何時までも耽溺してる人でした。これが

教頭になれるんだから日本の教育が荒むのも当然といえば当然です。もっとも実力ではな

く、年功序列で決まるのが日本の教育界の基本ですが「嘘も方便」「カネさえ払えばナニや

っても許される。」加害者のこんな思考が透けて見えて嫌ですね 

 



こんなデタラメで、自己中な人は集団ストーカー加害者でもちょっといないと思います。

「今も過去加害者や周囲の学会員がやっていた嫌がらせのみ、思い出しにくくなる記憶の

封印ともいうべき霞むような状態がずっとと続いています 

 

（これを書込みしてる時も、鳥が不自然に鳴き続けるノイズアタックと否定する音声送信。 

電車などで思い出したりすると周囲の学会員が急に騒いだりする嫌がらせを受けます。記

憶の封印+過去を思い出せなくする為にこういった心理的に圧力をかけて、消そうとする） 

 

>○朝目が覚めた一瞬後、外でカラスが大声で必ず鳴く、それに合わせて自分の心臓が 

>ドクンドクンドクンと凄い速さと音で拍動して 10～20秒後くらいに収まるが 

>2～12時間くらい、悪いときは一日中心臓が痛み続ける嫌がらせを受けてました 

 

こういった被害を当時受けていたと書込みしましたが、これについても書込みしてから暫

くして突然この嫌がらせ行為を再開し始めてきました。やはり、自分で思考するから起こ

る現象だと、人為的にやってるクセに、ミスリードして妄想としたいようです。 

  

創価警察官の付き纏い行為も顕在化して、自転車二人組みの警察官のパトロールが「パソ

コン」「書くな」と仄めかしながら通り過ぎた後、その自転車警察官が私の家の前で、自転

車を止めてコチラをじっと見ていたりします。創価は自分達から目を逸らす為だけに、警

察を使って国家犯罪とミスリードするマニュアルがあるんじゃないかと思いますね。 

 

創価加害者と揉めてる事がハッキリしてる私じゃなきゃ、これに引っかかる可能性もあっ

たかと思います。でも冷静に考えて、警察組織に目を付けられるような犯罪者や思想犯で

もないし警察にだって、人員的に一般人に対して、ハイテク使ってありえないような嫌が

らせをしつつ監視するなんて、そのような余剰人員と服務規定は絶対に無い以上。これは

カルト宗教に入っている警官が任務として他の信者と同様にその使命を果たしているとい

えると思います。 

 

追記、これを書き込みしていたらパソコンに突然トロイの木馬が仕込まれました。警告の

つもりでしょうが、無理矢理洗脳して記憶を削る以上、絶対に書込みは止めるつもりはあ

りません。 

 

受験の時、上野に避難してからも嫌がらせが続き、仕方なく外で勉強してましたが、喫茶

店ベローチェとかでやっていると、学生風の連中が、遠くに離れて座っていて私の紙に書

く回答なんて分かる訳ないのに、私の回答に反応してまして、私が間違えると笑ったり、

馬鹿にしたりしましたので嫌がらせに配置されてる奴の反応で解答をみるまでもなく私の

解答の成否が分かりました。 

 

その時は監視カメラでも店に仕掛けたのかとも思いましたが、何処に座っても仄めかして

来ますので、私の視覚を盗撮している、視覚盗聴という技術だと思います。後に大学にも

被害が拡大して、創価の折伏が進むにつれて組織的に嫌がらせをされるようになってから

も、頻繁に先生の講義とかをノートに書くと「めんどくさいよ」「なんでイチイチ書くのか



なぁ」「コレって（私の講義のノートの取り方）嫌がらせでしょ」とか、勝手な事を皆が言

っているのが聞こえてきて、使用してる機材は不明だが、創価にはターゲットの視覚を遠

距離からチェックできる技術があるなと確信しました 。 

 

創価信者である加害者とのトラブル以降、勉強は徹底的に妨害されてましたから。（参考

書開くだけでも頭痛が始まった）低周波の振動被害が始まってから、図書館通いも受かる

かどうかも分からない受験勉強で、集中しなければならないのに、しつこく、しつっこく

嫌がらせをしてくる元教頭の加害者を見るにつれ、試験本番でも必ず邪魔してくるだろう

し、呆れると共に不安感はつのっていきました。とにかく、絶対に落とす!!という目的で

嫌がらせをしてるとしか思えませんでした。 

 

頭痛被害が酷く(最終的にガンガンしみるような涙が出てくる程の頭痛を長時間やられ、と

ても鎌倉にはいられなくなった)、勉強が手につかなくなり上野に避難してからも軽くはな

りましたが、隙さえあれば勉強の邪魔をしてやろうという意気込みは大変なものでした。 

 

四階立てで一階に親の診療所、二階に不動産業、三階に整体師、四階が親の生活空間でし

たが、私が上野に避難する３か月前に、２階 3 階に入ってきたのが工作員で、聞こえてく

る会話も私の監視の事についての話もありました。 

 

避難したその日に夜中、学生風の奴が 3 階に来てギュイーンとドリルで何かを壁に取り付

ける音がして不自然だったのを覚えてます。寝っ転がっている私が軽くカカトを落とすだ

けで（音なんて殆どしない）下から「ウワッッッ!!」と絶叫が聞こえてきてパチンと何かの

スイッチを切る音がしました、このスイッチがパチンという音に合わせて低周波の振動被

害が無くなったり、きたりしたりもしました。コンクリートマイクで音を拾ってたのかも

しれません。 

 

少し監視員を油断させる為に、マンガでも読んでいると軽くやってきますが、勉強に集中

してるときは嫌がらせのオンパレードで徹底的に妨害してきてましたね。こういった水面

下での駆け引きは暫く続きました。要するに、監視員は、実家の追い払いと受験妨害が任

務なので、私が遊んでる時は頭痛をあまりやらなくて良い訳です。勉強に乗ってくるとガ

ンガン妨害してましたが、要は勉強だけやってるとイヤラシく妨害してくるんですね。と

いっても、どうにもならないんで結局、様々な被害に耐えて睡眠削って勉強してましたけ

どね。 

 

本番の、試験会場では必ず頭痛をやってくるだろうし、自分がやってる努力は無駄ではな

いか｡無理矢理頭痛を強力にやられて、実力を発揮できずに落とされるのではないか、そう

考えない日はありませんでした。 

 

24 時間絶え間なく嫌がらせをやられる。創価の集団ストーカーという爆弾を抱えて受験勉

強するのは想像以上に厳しい事です。上野での実際にやられたこととして、父親と 4 階で

生活しながら勉強してましたが、父親と口論からケンカしてしまい。父親が怒って下で寝

袋で寝ると言い出して出て行ってしまってからは、創価の監視員は、水を得た魚のように



堂々と嫌がらせをしてきました。 

 

外から帰ってくると、ツーンと鼻にくる頭痛被害があり、しかもそれが部屋全体に広がっ

ていて、どうにもなりません。勉強よりも、痛みで 4 階に居れない状態でした。慌てて、

父親に話をして、戻ってきてもらったのを覚えてます。すると被害は軽くなりました。 

 

試験 5 日前に熱を出して寝込んだ際も、休んでばかりはいられないので勉強しようと参考

書を開いた途端に激しく頭痛の嫌がらせを行い妨害してきます。こんな嫌がらせを試験直

前までやられて生活するわけです。その際下の階から「だって勉強してるし」という声が

聞こえてきました。 

 

（これを書き込みしているとやはりタイムリーに頭痛を与えてくる。徹底的に被害者の被

害妄想にする。これが創価の集団ストーカーの後始末のマニュアルの一つでしょう） 

 

試験会場は、必ずやってくるだろうと予想していた頭痛こそ無かったものの、全身電気椅

子状態でした。それでも極限まで緊張していたので、妨害はありましたが、そんなに気に

はなりませんでした。（当時を思い出しながら書込みしてると「思い出すな！！」と音声送

信してくる。記憶を削り、創価の集団ストーカーはなかったと洗脳する側にとっては都合

が悪いのだろう） 

 

M海大学歯学部に入学してからも、坂戸の下宿先や通学、授業中は全て低周波によるピリピ

リ感じる空気の振動被害がついて回りました。普通に電気椅子状態です。 

 

下宿先でも特に振動被害が強く、特に 24 時間腹部に徹底的に嫌がらせされてました。後、

ヒザに振動を強く当てられたりもしました。これをやられると腹が荒れるのか、汗をかく

とゲロのような甘酸っぱい体臭が発生しました。この体臭は、今までは無かったものです。 

 

M 海に通ってると、4 月の 20 頃に突然周囲から臭いと言われ始めてパニックに陥ったのを

覚えてます。英語の得意な友達に「throw up 」「あぁゲロ」「分かった?」「えぇ分かりま

すよ」と会話されたりもしてます。自分でも、衣服を脱いで嗅いでみて、確かにありえない

甘酸っぱいゲロの臭いがしているのを何度も確認してます。 

 

最初は周囲のクラスもそんなに騒がなかったのですが、徐々に気温が上がっていくにつれ

て、汗をかくようになり、それにつれてゲロから、便臭というべき体臭が私から発生する

ようになりました。 

 

兎に角ガスがやたら出るようになり、腸内の臭いがそのまま外に出てくる感じでした。体

育の際「くっせぇ～、生ゴミの臭いがする」とかも普通に言われ、私が近づくと周囲がゲホ

ゲホ咳き込んだりしました。日に何度も「クセー」「(臭いで)気分が悪くなる」「マジクセ

ー」だの囃し立てられました。向こうから歩いてくる人が鼻をイジリながら通ったり、通

りすがりに鼻をすすったりするなんて当たり前でした。 

 



車の免許取りもバイトも、周りに臭がられながらやってました。警備のバイトをやったと

きもその後「アイツ、こんな臭いのにバイトやったんでしょ」と川角駅で学生に言われた

り、友達から「○○さん(私)でもバイトできたんだから、オレもやろっかな」とか言われた

りしてました 

 

その当時のネットへの書込みを見ると・・・・ 

[497]被害 05/11/20 21:33 AbEWjDVtia 

今、この書き込みをした瞬間から身体に対する被害が悪化しました、今更なんですけど 

やっぱパソコンの画面をリアルタイムで監視してるみたいですね 

 

[498]被害 05/11/20 21:51 AbEWjDVtia 

私は集団ストーカーに粘着されるようになってから体臭が発生するようになりました。 

私に対するどの攻撃が原因で体臭が発生しているのかはわからないのですが原因の一つに

熱があると思います。これは最初の頃は私が完全に寝てから、腹部に熱を当ててきたので

私は気付かなかったのですが、ある夜、真夜中に寝苦しくて目を覚ましたら腹部が異様に

熱く、熱をもっていて手でその部分を触ったら、すぐにその時は熱は消えたのですが 

 

[499]被害 05/11/20 22:04 AbEWjDVtia 

その後、体に静電気が纏わりつくようにビリビリする攻撃も受けているので、多少はマシ

になるかと薄い鉄板を布団の上に敷いて寝たら、やはり真夜中目が覚めると腹が変に熱い 

で、上の鉄板を触ったら、腹部に熱が当たっている所の上の部分の鉄板が明らかに熱いん

ですよ。物体を貫通する熱を腹部に受けてるなとわかりました。以上です。  

 

この熱は赤外線だと思います。波長の長い電磁波である赤外線は、密度の高い鉄を透過す

る際、エネルギーが熱として鉄に残るので。腹部に寝ている間熱を照射されてる(寝て起き

るとやたらとガスが出るのが特徴)のに気付くと、昼間も堂々と熱をあててくるようになり 

ました、こいら辺の攻撃パターンは、低周波の時と全く同じです。他にも、腹部には軽く熱

を当て、それを誤魔化す為に足に強く熱を当ててそちらにのみ意識を集中させて、腹部へ

熱を加え体臭の発生を狙ったりもしてます。 

 

腸の内容物が熱を当てられて異常発酵して、内部で異常に熱をもって下痢になっていたり 

（下痢なのに何故か痛みは感じない）、便の色が造りたてのアスファルトの道路のような 

真っ黒に成ったりしてました。この場合はタバコのような臭いが自分の皮膚全てから臭う 

ようになります 

 

大腸内にある膜は気体はスカスカ通してしまうので、ガスの臭い成分はガンガン身体に 

吸収されたりもしますから、臭いを絶つには、異常発酵してるクソ自体が天敵です。 

 

更に体の水分は、大腸から吸収されるので、そこにある便が異常発酵してると根元が駄目 

なわけです。その大腸にある水分が減ると、身体へ供給してる水分が減り、汗で水分が蒸

発すると臭いの元が凝縮されていく感じです。汗をかいて体内の水分が減り、便集成分が



濃くなると、クソの臭いがする便集へと変わりました 

 

◎便集、臭い対策◎ 

便集の対策として、ポカリスエットを欠かさずのんで、体内の便集成分濃度を下げると便

集が消えたりします。しかし臭いは強烈ですが・・・・・ 

 

またとにかく元凶である便を出してしまう事こそ大切です。創価被害の場合、フン詰まり

状態にもしてくるので水分取って、500 ㎜の冷えた牛乳をガブ飲みしたりして、無理にでも

腸内圧をあげて排出するのが良しです。便自体を異常発酵させてるとしか思えないので便

を出さないと体臭が和らぎませんが、排泄中、または出した途端に熱を腹部に照射してく

るので、直ぐに悪くなり殆ど意味を持ちませんが、貯めたままよりはマシです。これが私

の日常で、この体臭被害はやられない日が殆どありませんでした。 

 

トイレで毎日便を出すのを日課にしてました。必ず出す為に一時間以上トイレにいたと思

います。便臭で周りに迷惑をかけないようにトイレで出そうと思考すると、「へーえ、偉い

ね、ちゃんと周りのことも考えてるんだ。もっと酷いヤツかと思ってたよ、見直した。」と

偉そうに生徒が言って通り過ぎていったのを覚えています。 

 

衣服にも汗や便臭成分の気体が付着して水洗いしても、強力な臭いが落ちず、無駄と 

分かっていても何度も洗濯機回したりしました。乾いてるときはそれほど臭わなくても 

雨に衣服が濡れたりするとムワッと臭いを放ち、駅で仄めかす為に動員された連中からも

「聞いていたけどコレほどとは思わなかった」「クセェー」とか言われたりしてました。最

も濡れなくても言われ続けてましたが、家族の衣服と一緒に洗濯するのも NG です。匂いが

移ってしまうので・・・・ 

 

対策は、先ず自分の衣服やタオルは大きめのバケツに、お湯をはって、そこで揉み洗い 

する事です。するとお湯が米のとぎ汁のように白くなります。これが衣服に付着した匂い

の化学成分です。この白色が少なくなるまで揉み洗いを続けてから、お湯で洗濯機で洗え

ば匂いは完全に落ちますよ 

 

創価の集団ストーカー被害 

これも連日反復されてた嫌がらせです 

○ハイテクで腸内圧をかけれるようでオナラも便意も自在にコントロール可能なようでし

た。音声送信と連動して、良く無理にガスを出されたり、トイレに行ったりしました。 

 

○尿が少しだけ性器の先から漏れる嫌がらせも受けました。これも思考盗聴してる周囲の

学会員がはやし立てる嫌がらせと連動してます。  

 

○大学の講義中、熱が腹部に当たりだした途端に、やたらと腹の調子が悪くなりガス体質

になり皆がいるのでガスを我慢していると、ガスが腸内で次々と発生しているのが判り嫌



でした、ガスがたまり続けると体臭も便臭になったり、3～4秒プーーンとウンコの臭いが

私から発生して辺りに漂ったりして、授業中皆が爆笑したり「アッ、またきた w」「凄い臭

いね～」などと言って異臭騒動に発展する事もしょっちゅうでした。 

 

●体臭の発生編● 

異臭騒動なんてしょっちゅうでしたね、教室でも創価信者だけでなく創価と分かってるク

ラスメイトが特に酷く中心的に咳払いや鼻啜り「クセェ～」連発をやっていたが、まだ折

伏されてない一般の学生も「なんでこんなに臭いの?」と言っていた。とにかく、授業中に

後ろの方から、野次や罵声のように「マジクセェ」「臭いがアップしきた」とか隣になると

睨みつけてきたり「あぁぁぁぁ」とため息付いたりされました。 

 

М 大学歯学部があるところは、埼玉の田舎町、川角なので道をあるいていると溝や排水溝

から突然モロ臭（ウンコの臭い）がしたりしますが「臭ったから後ろから、○○さんが来た

かと思った」とか良く言われました。道を歩いていると、クセーと大声で言われたりする

のは日常的でした。それにどういう訳か、5～6 秒ぐらいキツく便臭が臭ったりするので 

「アッ、きた」「まるでオナラみたいだ」 

 

いつもツルんでた友人もしょっちゅう「クセー」「○○さんクサイからなー」「○○さんク

サイっすよ」と言いまくってたし、パソコン実習では、向かいに座ってた友人が教師に「ク

セェ!!」「芳香剤置きたいわ」と言い、「うん・・・・」と先生が返してました 。 

 

夏に坂戸の下宿先に泊まりに来た友人 T が、部屋に干してある洗濯物の臭いで、咳がとま

らなくなったりもしました。また網戸なので隣の学生工作員が住んでいる部屋でも(不特定

多数の人が訪れる)外に出て、私の部屋の前を通るとき、「スゲェくさい!!」とか言って通

ったり、ある時は私の部屋のドアの前に犬のうんこを置いて、隣で爆笑してたりもしまし

た。 

 

M大学歯学部は創価系の大学です。創価信者率が異様に多い。入学当初は少なかった信者数

も徐々に計画的に折伏を進めて 2 年の半ば頃には、全員が他宗か信者という状態でした。

部活の先輩方も全員創価信者でした。 

 

私が実際に目で見て聞いて、体験したのは、やはり、授業中でも「誰を狙う?」とか、創価

信者が友達と話しててターゲットを決めて、「○○は?」「あぁアイツいらね」といった風

に選定します。 

 

創価は入信した事を、親が反対しそうなら話さなくても良いので、隠して信仰することが

できます。ご本尊も無理なら置かなくても良いくらいです。新聞さえも無理なら取らない

で良しですから。水面下で友達伝いに着実に数を増やしていきます。 

 

そして、創価のターゲットにされている人に組織的に、学校や職場ぐるみで、一般的には 

集団ストーカーといわれてる行為を任務としてこなし、嫌がらせしたり、追い払いを行な



ったりします。それは凄まじい規模でやり、徹底的に精神的に追い込みをかけます。 

 

これは、最終的には被害者の被害妄想という形や、精神病というマニュアルに従って行な

われてますので、被害者にやっているのが創価学会で、地域の学会員や大学では、学生部

であるという事実がバレてはマズイので、そういった会話や話を不用意にしている生徒 

は後で怒られたりします。 

 

実際に、私に対して思考盗聴してるのがバレた生徒は（コソコソと斜め前の席で私の思考

を読まなきゃできないような私に関する会話をしてました）それを上野に帰って父親に言

ったら、翌日その子が、「昨日夜中に電話がかかってきてメチャクチャ怒られた!コイツの

せいで・・・」と周囲に話してるのを聞き逃しませんでした。 

 

あまりに、体臭について信者が嫌味を言うので一時期、その言葉が創価信者内部で流行し

ていた事さえあります。使い方は、ウザったい事があった時などに「くせぇ～」とかって使

ってましたね。思考盗聴して仄めかすときも「アッ!!臭い（笑）」とかっていって爆笑した

りしてました。 

 

また 2 年になってからは、周囲に気を使いつつ常に体臭が発生し続けるように調整までし

ていて、ヨーグルトとかを飲んだりすると臭いが薄くなったりします。その際は「アッ!臭

わなくなってきたね」といってすぐさま、腹に熱を当て始めたり、ぎゃくに臭いがキツす

ぎると「消臭、消臭」と言って逆に腹部が冷たく冷えるように感じる嫌がらせを受けてま

した。実際に臭いが軽くなるかは謎ですが・・・ 

 

実家でも妹が「なんでこんなにクサいの?」と親に言い、親が「それ絶対に言っちゃ駄目だ

よ」と小声で強く念を押してるのを耳にしました 。加害者の創価信者である元教頭 Yが粘

着して、集団ストーカーを私にやりましたが、他県の下宿先にも手を回したようで、M大の

創価学会の学内組織にも依頼して、組織的なストーカーや嫌がらせ行為を頼んだようです。 

 

元教頭の加害者は犬とご近所トラブルを起こしてしまう、馬鹿タレな信者ですが、コネや

ツテは創価で豊富に持ってるようでした（五月蝿い犬の遠吠えを止めるために、スピーカ

ーをその犬の家の山近くに設置して吼えた途端、対抗してワンワンワンワン!!とそこから

全く同じ犬の鳴き声を被せて黙らせたりしてた。 

 

それだけでなく、色々痛み等の嫌がらせをやったりしてたかもです）怒り狂えば見境なく

噛み付くのはどうかと思います。まぁ彼にとってはもっともな言い分はあるのでしょうが、

世間から見れば犯罪なので。そのやり方は復讐主義のハムラビ法典となんら変わらないと

思います 

 

創価の体質として、カネで嫌がらせ行為を引き受けてしまうという、寂しい体質がある 

のは冷厳なる事実です。集団ストーカーを度を越してやってしまったり、加害者の要求（追

い払い、リストラ、退学、妄想、被害者の記憶を消す、など等）を引き受ける組織である。

もっともらしい大義名分を掲げて組織的に攻撃してしまう、悪徳がある。 



 

これはまともな宗教とはいえないのですが、欧州やアメリカでカルト認定されてるシンシ

ケートである事を考えると、汚くはありますが、極当たり前の事なのかもしれません。創

価の常識、世界の非常識なんてキャッチフレーズもあるくらいですからね。普通の宗教の

イメージで考えると、創価の全体像は見えてこないですね  

 

▽思考盗聴被害▽ 

私の場合では、私に対する嫌がらせを通して信者になった学生も多かったです。特に、外

出時は携帯がなくても思考盗聴できるようで、話しながら意味不明の小話やキーワードを

混ぜて仄めかして嫌がらせしたりしていた。 

 

大講では、特に携帯を使って色々やってました（携帯に思考を表示できるようです）クス

クス笑って仄めかして、それにその周囲の創価信者が反応して「ナニナニ～」仄めかして

た奴が「ホラ」と笑いながら携帯見せて「アッハッハ!!」と大爆笑してた。こんな事が明海

大学での日常でした。 

 

特に分かり易い精神的な削りとしては、仄めかされて、ムカつくのでソイツを悪く思うと、

それに反応して「シネ!」だの「クセー」だの言ってきたりしました。解剖実習中での話で

すが、中には悪く思ってしまったときでも、 

女「返さないの?」 

男「いゃ結局は彼が損をするだけだから」 

といって達観してる人もいました、 

 

思考盗聴で暴露地獄をやられてる身としてはその通りだと言うしかありません 。チップの

ようなものを携帯に差し込んで嫌がらせしたりもしてた。クラスを見てても、後ろで笑い

ながら携帯を用いて何かやっている女子に、 

 

友達「ええーっナニしてるんソレ」 

女「ええっ!これ?どーしよーかな」「まぁいいか入る?入ったら教えてあげる」 

友達「うわー、スゲー!!」 

 

その後、その友達は、「今マンションに帰りたくない」「宗教勧誘のオバサンがきてる」

「居留守を使っても中に居るのが分かるみたいで、しつこくインターホン押してくる」と

いい始めました。後日「○○君がしつこく勧誘されてるのって創価学会でしょ」と別の友

達が言ってました。その友達も入ったようで、それから暫くして、仄めかしたりしてくる

ようになった。 

 

2年の五月頃の表賞一歩手前だった、良い点を取った骨学テスト以降から、思考盗聴を大っ

ぴらに、私に対して分かるように始めました。（無論以前からやっていたのでしょうし、多

少は自覚がありましたが) 落ちた生徒が「アイツやられてるクセにムカつく」だの、「い

よいよコイツに監視が付くようになったよ」と言ってました。 



 

それ以降、徐々に授業中仄めかす度合いがアップしていき、しまいには、学級崩壊してる

んじゃないかというぐらい、私に対するネタで盛り上がったりしてました。怒る先生は怒

りましたが、そうじゃなかったり、比較的皆が喋れる実習中は地獄でしたね    

 

部活の優しい先輩とかも大学の駐車場で弓道の誘いに来たときも「考えてることが全部わ

かっちゃうというのも困るよね」と一年の女子部員と話してました。今までやってなかっ

たのに、被害妄想にしたいのか。今も突然無音状態になると鳥の鳴き声がしたりする。 

 

馬鹿が馬鹿なりに考えて、自分達がやっていた過去の嫌がらせ行為や盗聴、盗撮を無かっ

た事にする工作をやってますね。 

 

創価の集団ストーカーの後始末の場合、加害者の要望次第によっては無理を承知で被害者

に強引に洗脳行為をやってなかったとするフザケタ嫌がらせをしてしまうようですね。 

 

創価＝集団ストーカー、これはあたりまえの事実です。それだけでなく、この団体は金銭

次第で組織的な監視や嫌がらせ行為を請け負っています 要は監視してなきゃ、できないよ

うなコチラの動きに合わせて鳴く鳥や、犬の鳴き声は全て妄想だったとしたいようです。 

 

音声送信と合わせて嫌がらせをおこなってます。「理解しろ」「精神的におかしい」こんな

音声送信と併用してノイズアタックをやってますね。私の場合は、音楽をかけると急にノ

イズアタックが止んだりしますが、実際ボイスレコーダーに録っているので実際に鳴いて

いるのは間違いないですね。 

 

なによりも、被害者自身に集団ストーカー被害は、妄想であったとミスリードする工作を

懸命に行ってます。親もいつの間にか折伏されており、加担しているのは間違いないです。 

 

ひたすら、「免許の更新」というべきセリフを「選挙の更新」と言ってみたり、外出しても

コンビニ店員が必死にデタラメな銭勘定の金額を言ったり、「実印証明一枚」というのを

「免許証明一枚」と言ってきたりしてます。 

 

これで精神的におかしいと言いたいようですが、ボイスレコーダーを録音状態にしてると、

突然顔を背けてボソボソ囁く様な小声でデタラメな事言ったりと、バレバレです。確かに

それなら、録音できないだろうという囁き声ですが（ホログラフィーつまり、自分の目で

見てるような映像送信と音声送信で水増ししてる可能性アリ） 

 

創価の集ストの場合、ボイスレコーダーへの妨害も酷いですね。録音したのを聞くとき、

徹底的に音声送信をかぶせて妨害してくる「キリギリスー!!」とか意味不明に絶叫したり 

「それは駄目!!」とか「裏切り者～」とか音声送信してくる 

 

無理矢理洗脳行為を行い、記憶を削る場合は（ピンポイントでそれを思い出しにくくした

り、思い出せなくしたりできる。つまりそれをエンドレスでやり続けて、被害は無かった



とする）周囲も必死に会話の間に意味不明の言葉を混ぜたりしてくる。これは周囲全員で

やらないと効果がないので、周辺は徹底的に創価学会員や協力する他宗にする必要がある。 

 

それだけでなく、最終的に終了する時は、記憶の封印ともいうべき洗脳行為を継続的に行

い、その間思い出しにくいので、思い出さないでいると周囲のカルトは静かで、必死に思

い出そうとしたり、または思い出すと、急にワザとらしく騒いだり、仄めかしたり、セキ払

いしたりする（セキ払いや鼻すすりは、動員された信者ではなく信者が一般市民に対して、

鼻を刺激したり喉を刺激したりして無理矢理行なわせてる可能性もある。これで被害者に

はやられてるとなるから、水増しが可能） 

 

更に音声送信で嫌がらせではなく、妄想だったとするため「精神的におかしい」とか「頭が

おかしい」とか「精神科へ行ったほうが良い」「治る」という言葉をくり返し送信して刷り

込みをかけてくる。 

 

また、被害を思い出すとそれに合わせて、実際にその通りに嫌がらせを行い、これ等を粘

着してくり返し、集団ストーカー被害として実際に受けていた記憶が原因で嫌がらせが起

こるとしたいようですが（要は被害者の被害妄想としたがっている）また、被害を思い出

そうとすると、不安の感情送信や仄めかしを激化させて心理的に圧力をかけてくる。 

 

やたら恐怖感を煽ってくるのもポイント。裏を返すと、加害者はここまでしなきゃいけな

いくらい日常的に嫌がらせ行為をやっていた訳です。しかも、寝て起きると特に記憶の封

印を強化していて、それをもって治ってるとする馬鹿な行為をやってます。 

 

やたらと「寝ましょう」だの「寝て治るっていうのがある?」とか無理矢理精神病とする工

作を日常的にやるようになります。「眠い～」と音声送信されてから、急に眠気が起こった

り、日常的に、頭部にダメージを与えられ、疲労感が起こり眠気がするという嫌がらせも

ガンガンやられてますね。 

 

特に創価の監視員は、被害者が外出するのを嫌い（信者を大量動員して仄めかす必要があ

るので）外出を考えると、突然眠気が起こったりしてとにかく寝かしつけて外出を回避し

ようとしてきます。 

 

また電車に乗られるのを極端に嫌いますね、仄めかす為に何処にでも居なきゃいけないの

で、ウザかったら一駅ごとに降りたり突然用も無いのに別の路線を使用したりすると萌え

声まで使って必死に「○○君、違うでしょ、さっきまでそんな事いってなかったよ」とか

「嘘です!!」「○○さん怒るよ」とか音声送信したりする、 

 

朝・夕のラッシュ以外の時間に改札口をくぐらずに、小まめに乗り降りをくり返し続ける

のがいいでしょうね。 

 

五月蝿かったら電車にガンガン乗ることをお勧めします。犯罪行為を誤魔化すために、後

始末としてここまでやらなきゃならない嫌がらせをやった以上。誰がなんと言おうと加害



者とカネで請け負った創価学会に否があるといわざるを得ません。 

 

実際に散々嫌がらせ行為を行なってたクセに、こんな小細工でやってないとする神経が理

解できないですね。音声送信で「空想だ」と言ったり、「究極的には創価じゃないとしたか

った」とか「同じ事のくり返しだぞ」「何年でもやる」等音声送信してきたりもします。 

 

加害者達は、今は自分がやっていた過去の嫌がらせ行為を、徹底的に霞ませて、被害メモ

や書込みを見て思い出すと音声送信で「やってない」「違う」と音声送信してきます。 

 

それだけでなく疑念を感情送信したり、少しでもカスんでると勝手に勝利宣言して喜んだ

り「やった～」とか、タイミング良くノイズアタックしてきて妨害します。そのノイズも今

やってるねと思うと「今回から」とか「今だけ」と音声送信してきて過去はやってないと送

信してきます。 

 

まぁこんな誤魔化し方しかできないカルト宗教です。他の被害者の方も、掲示板に書込み

したり、被害メモは、複数コピーして取っておいたほうが良いですよ 精神病に仕立てるた

めに、あるいは生かせるためだけに精神的に削る事を目的として、兎に角ひたすら下品に

煽ったりしてくるのが創価の集団ストーカーのポイントです。 

 

狙いすぎじゃないかというぐらい、徹底的に下品に音声送信でも攻め立ててくる「オマン

○」だの「チンコ」なんてしょっちゅう送信してきます。これで被害者の精神を荒らして、

外出時、ある人を思い出したり意識したりすると、性器に意識がいくようにしたり、何か

が性器に当っている感覚がしたり、尻の穴を刺激したり、性器のイメージをぼやけてはい

るがイメージ送信してターゲットへ送ったりする。 

 

それに連動して工作員が嬌声を上げたり、笑ったりして削る。他にも私が思考した事をそ

のまま話したり、ウザく振舞う 

 

対策は、こういった後始末のような事を創価がやり始めたらガンガン外出して、特に大き

な路線が沢山ある駅に行き、デタラメに乗ったりするのがよいと思う。もし、創価が暴力

行為に出てきたら、警察にとどけましょう。 

 

その際は必ず創価の集団ストーカー被害者であることを言い、調書に創価信者の暴行だと

書かせましょう。 

 

創価警察官なら、色々仄めかしたりするでしょうが、ボイスレコーダーを回せば証拠とな

るので大丈夫です。細工されないように、ボイスレコーダーは持ち歩きましょう。 

  

加害者と揉めてから起こった現象 

○風呂が団地の坂下から水道管で引いているのを悪用して、私が風呂に入る時、加害者 Yは

奥さんと二人で「入るよ」とか言って全開で自宅の水道をガンガンひねって出し、坂の上



にある私の家の風呂の水が、殆ど出ない(シャワーの水がが細い一本糸になってしまう) 

 

これで風呂が沸いてなく、シャワーで入ろうという時に入れず、また服を着るという嫌が

らせを連続して何度もやられた。← 加害者と揉めるまでは、こんな事は一度もなかった。

この手の嫌がらせは、私が風呂を沸かして入り、換気扇回しながら風呂の湯を汲んで何度

も勢いよくかけると、その音に「オウッ」と反応して、止めるようになったものの、 

 

私が風呂に漬かっていて静かな時、加害者はエンドレスで口笛を吹いたり、カラスや鳥、

犬の鳴き声でノイズアタックしてきたり、お腹をキュルルルと鳴らしては強く口笛や、カ

ラスの鳴き声で攻撃し続けた。それが嫌なので、何度も体に湯水をかける音で紛らわした

り、シャワーを出しっぱなしにしたり(加害者のノイズアタックがなければ、こんなメンド

クサイ事って絶対にやらないが･･･) 

 

さっそくご近所さんに、自分のエンドレスな嫌がらせは一切言わずに「ほらァ、ああやっ

て嫌がらせしてるんだ!!」とか言い放ってました。 

 

風呂に入る時と出たときに必ず強く、ノイズアタックして嫌がらせをしていた。熱や痛み

もアリ、一度風呂で立ちくらみの強いのを起こして、気付いたら倒れていたが、これは加

害者の嫌がらせかは不明。ただし風呂から出る時、立ちくらみの嫌がらせで遊んでいた事

は事実です。 

 

後、風呂やコタツに入っているときにドサクサに紛れて腹部に熱を照射してガス体質にさ

れてしまうという嫌がらせもしょっちゅう受けてました。 

 

他にもやたらとパキパキ家鳴りを起こしたりしてた。湯水を勢いよくかける事を止めても、

加害者は狂ったように攻撃をし続けていました。 

 

○さいたまの下宿先で隣の監視員が爆笑しながら、寝ている私の肛門に何かが挿入されて

いるような違和感を与えたりして嫌がらせをしたりした。そして隣で弾けるように爆笑す

る笑い声が聞こえた。他にも不定期に肛門に痛みや、むずがゆい刺激を与え続けるとかの

嫌がらせをしたりしていた。 

 

○風呂上りとかに、全身に熱を照射されたりする、明らかに体が火照ったりしてるのとは

違う違和感のある熱でした。これらと同じ被害を、冬コタツに入ってる時とかにも腹部に

やったりしてました。 

 

○上記の変化バージョンとして、ストーブの近くにいると、体の変な所に熱を当ててきた

り、日光が頭部に当ると痛みが起こったり（強引に自然現象だと言いたげな嫌がらせです

ね（笑）） 

 

○花火大会とかが遠くであり、ドーン、ドーンと花火の炸裂音が響いたりしてると、ムカ

ツクのか、突然近くの裏山から聞こえたようなドーーン!!!という強力な炸裂音がしたり、



コチラの動作に合わせて花火の音がしたりするようになった。 

 

○大学からの帰りに、ビニール袋を少しフリ回しながら帰ってたら加害者の家から「わざ

とやってるんだ!!」と少し興奮したような声が聞こえてきたりしました。うわ～っと思っ

たのを覚えています。 

 

○ネコがカーテンと窓の間で日光浴して休んでると、加害者が「あっ、のぞいてる!!」と騒

いでお隣が「ネコでしょ」と言ってたり（とにかく、口癖みたいに覗いてると連発してまし

たね） 

 

○家の家族の団欒とかが気に食わないらしく、私が笑ったりするとイチイチ、カラスや家

鳴りを行なったりして嫌がらせしてヘコませて喜んでいるクズでした。  

 

○大工のトンカチで叩くような音をタイミング良く立ててくる嫌がらせもあった、わざと

大きな音を立てて工事をしているとしか思えないのもあり、これも結構しつこくやってい

た（工事関係者には創価信者多し） 

 

○花火大会を利用してのノイズアタックだけでなく、雷(かみなり)とかでも同様に遠くで

鳴っていたのが、突然タイミング良く近くで物凄い音がしたり、雷の光がやたらタイミン

グ良くピカッと光ったりする（ヘリが、被害者の上空から離れなかったりという嫌がらせ

もあるので映像も音も振動まで証拠があるが（実際に第三者に確認頼むとヘリなんていな

い）それ系の嫌がらせだと思う） 

 

最近の嫌がらせとして、私がここに書き込み過去加害者が近隣に対して嫌がらせをしてい

た事実がバレて気まずいのか（加害者のお隣さんで歌を歌ってた人で、加害者が徹底的に

口笛で対抗したりして妨害したり、監視したりしてた） 

 

加害者が執着していたお隣さんをやたらと、仄めかし要員として使い、お隣さんの顔を映

像送信しそれに合わせて怒りの感情を送信、その方の苗字を呼び捨てるよう、思考途中で

区切るクセをつけたり、 

 

突然怒りの感情送信（やたらとムシャクシャする）と共に、その方の名前を音声送信（呼び

捨て）こんなことばかりやり、感情というのは残り易いので、その人を悪く思ったりする

ようになると 

 

「やったーーーー!!!」 

「やっとコッチに来た」「やってる方としては嬉しいんす!!」 

と大ハシャギしています。 

 

多分気まずくなった加害者が妙な大義名分を作って（精神科へ私を行かせるためとか）や

ってるんでしょうが、一般と感覚がズレてるのに、堂々と珍説を開陳して変人の称号を得

る。そのくせ病的に他を気にする面もある加害者らしい依頼だと思いますね。過去、私だ



けでなく、そのご近所さんのことも監視してただけに今回も監視してなきゃいいですけど

ね 

 

追記 

隣のデブソッカー工作員宅は深夜０時 43分なのにまだ起きてます。ご苦労様です～、振動

や頭痛「絶対精神科へ行かせてみせる!!」と音声送信してる暇があったらサッサと寝ろバ

カタレ  

 

★創価の音声送信編★ 

創価の音声送信は、例え本人が全く知らない知識を持っていたりしてても、精神分裂とい

う設定で行なっているので基本、言った事の責任は一切取りません。集団ストーカーが高

じて行われる音声送信は内容はデタラメです。周囲（信者）が合わせるような言動を取っ

たりしたとしても、後には必ず妄想だから、全て無かったという事にして決着します。 

 

しかも、人為的にやってるクセに、デタラメに音声送信してるんだから妄想だろう。とい

う風に持っていこうと必死に被害者を振り回そうとしますが、実際には創価がやってます。 

 

また音声送信に反応しないようにすると、必死になって気を引こうと音声のボリュームを

上げたり、名前を呼んできたり、動物の鳴き声を出したりと、突然五月蝿くなるのは確実

にカルトの犯行です。これこそが創価の音声送信の特徴なんです。他にも同様の被害を訴

える創価被害者は多数存在します。 

 

これでなんとか妄想とか分裂とか思ってもらいたいようですが、全てに共通して言えるの

は、科学技術は日々進化し学会は非公式ですが、こういった手段で敵を抹殺する技術を有

し、人工的に統合失調症の状況を作り出せる日本唯一の団体(創価)だと言う事です。 

 

またハイテクを駆使して行なわれるので、外出したりすると駅のアナウンスや、BGM、に仄

めかしをまぜたり、喋ってる人が全て自分に対する仄めかしを言ってるように感じたり 

させる事も可能です。 

 

これは、実際に創価信者を大量動員したりもしてますが（だから外出すると早く帰そうと

やっきになる）基本は映像送信（まるで実際に見てるような映像をターゲットに送信でき

る）と音声送信です。口元が喋ってるような動画も送信可能。 

 

稀にカルトなので暴力に及んだりもしますが、外出や電車は法律では全く禁止されてない

のでガンガンやっちゃってください。挑発を受けても絶対に乗らずに逃げましょう。 

 

連中は予め用意した場所に連れて行き、必勝の体勢を整えてやるので先ず勝てません、 

 

タイマン(1 対 1 の勝負)と称しても、実際はヤバくなれば仲間が助けますから、多人数対 1



人でボコられます。なるべく早く 110 番通報して警察を呼んで下さい。障害罪として警察

で調書を取ってもらいましょう（創価警察官でも調書は取ってくれます） 

 

女性はレイプされる危険性があるので夜間の外出は控えてください。しかし、男性はレイ

プはされませんからガンガン外出しましょう。統計的には、集ストはその方が早く終わり

ます。費用と人員が全くの無駄だからです。 

 

また創価被害は、外出したり、電車に乗りまくると（なるべく多数路線がある駅でランダ

ムに乗り降りを繰り返して下さい、定期を買うのもよいでしょう、ホームで電車が来ても

乗らないというフェィントもアリ） 

 

被害者を脅したりなだめたり、色々やってなんとか家に帰そうとするのも特徴の一つです。

だいたいパターンがあるのも、人為的にやってるという状況証拠の一つですね。 

 

創価がやってるとバレてる時の加害者側の対処方は、 

●集ストの記憶を削ったり、 

●創価がやってると思い込んでいるとしたり、 

●○○さん(創価信者)がやってると思い込んでいるとしたり、 

●創価や加害者に対して恐怖感があるとしたり 

●集団ストーカー被害者の書き込みを「同じ病気になっている」としたり、 

 

また創価の集団ストーカーの特徴としてボイスレコーダーで音声送信や仄めかしを実際に

録音するとやたらと再生する時に音声送信して妨害してきたりします。 

 

レコーダー機械自体がバグるようになるのも特徴。すきあらばパクろうと工作員が狙うの

で注意してください。これをやられるなら、ほぼ 100％人為的な嫌がらせだと思って間違い

ありません。創価の集団ストーカー被害者確定です。創価の集団ストーカーは、周囲を巻

き込んで学会のネットワークを駆使してなんとかターゲットを精神科へ行かせて終わりに

する事を目的としていると思う。 

 

精神科へやられてると、被害を訴えても精神病というレッテルを貼るいい口実になる。 

 

後は医者はモチロン、水面下で学会員化した連中も含めて、徹底的に治すという方向、精

神病という事に無理矢理話を持っていく。このミスリードはかなり強力だと思う。これが

創価の集団ストーカーの終わらせ方ですね。  

 

今も窓を開けたとら、鳥が急に鳴くノイズ攻撃を受けてます。それまでは一切鳴いてなか

ったのにも関わらずです。 

 

また、思考盗聴と連動していて加害者を悪く思ったりするとやられますね。創価は集団ス

トーカーを自分達がやってるとバレてしまうと、それを誤魔化すために、洗脳や記憶の削



り取りを行ないます（思考盗聴でチェックして、被害を思い出そうとするとピンポイント

で霞ませたり、思い出しにくくできたりする）過去にもこういった工作で集団ストーカー

といわれる犯罪を揉み消してきたんだと確信します・ 

 

また、ネット上で創価の工作員が、警察や共産、国家犯罪に集団ストーカーの擦り付けを

行なうように、ターゲットにも執拗にミスリード工作を行います。 

 

今朝、起きて直ぐやられた事を書き込みます。 

 

最近は寝て起きると記憶を削る作業が強化されてると感じます（音声送信で「加害者はや

ってないとか、集団ストーカーは妄想で、被害を忘れる事により治ってるんだ」と言って

きたりします。 

 

また強力に記憶の削り取りをやれてる事により、思い出しにくくなってると、それに合わ

せて周囲の信者が仄めかさなくなったりと非常に芸が細かいです、逆に思い出そうとする

と突然奇声を上げて騒ぎ出したり、話し出したり、騒いだり+不安の感情送信を与えてきた

りしますが。全てボイスレコーダーで録れる以上、仄めかしは実際にやられてる事だと確

信します。 

 

過去加害者が裁判だ、警察だ、防音フェンスだ、と大騒ぎしていたのは事実なんで、どーし

ようもないですし、私は盗聴器も発見してますから） 

 

朝起きると、頭部に頭痛と疲労感があり眠気がやたらとする「寝ましょう」とか「ずっと寝

続けて欲しい」と音声送信あり(その間に、寝て治ったと称して記憶を削ったりする。寝起

きから強力な記憶の封印をしたりする) 

 

強力に記憶の削りというべき行為を受けて、加害者は本当にやったのかと少しでも思った

途端、いつものように大ハシャギする音声送信に加えて突然「ボクシング、水泳、フェンシ

ング・・・・」と音声送信を行なってきて、 

 

ハァ?と思ってると次に「友人の警察官に悪い事をしたと思うだけさ」と音声送信してきて

+胸に何かが当ってるように感じる感情送信（疑念が生じる系）創価ではなく、警察組織が

やってるとする偽装工作を臆面もなくやってきました。同様の擦り付け工作をやられた被

害者も多数いると被害者の会で聞きました。  

 

精神科へ行く事を拒否すると夜通し、突然耳鳴りをやられたり、意味不明の言葉を繰り返

し送信してきたりします「ドドボルドドボル（エンドレス）」と嫌がらせのような野太い音

声送信をし続け、それに無駄に強く不安の感情送信をし続けたりしますが 

 

精神科へ行く事を少しでも検討したりすると、打って変わって猫なで声で音声送信してき

ます。＋不安の感情送信をカットしたりする。こういったことで自分達の思うように、タ

ーゲットをコントロールしようと試みる。くだらないやり口です。当然精神科になんて行



く必要はないと思います。 

 

また、精神科へ行く事を考えただけで記憶の削り取りともいうべき集団ストーカー被害の

記憶を霞ませたり、思い出しにくくされたりします。これは絶対に、人為的にやられてい

る被害だなと確信しました 。信者はボランティアで動員されるのが基本だと思いますので 

人件費は無料だと思いますから、ガソリン代だけで動きますよ。実際はその十分の一から

7分の一くらいだと思います。カネは教団が受け取って、実行はボランティア兵に任せる 

これなら利益が出ますからね。 

 

創価の任務に就いてる人の嘆きが 2ch で確かめられますが、待遇は最悪ですね。昼飯やコ

ーヒー代、あるいはただで動員されてしまう・・・下手すると電車賃やガス代も出ない。ヘ

ンピな田舎だから監視員の交代要員がいなくて困ってるなんて嘆きも聞きますね。 

 

創価の集団ストーカーが始まり、仄めかしとかの被害が悪化する中、家族も私に対して「シ

ネ」とか仄めかすようになってきました。すでに学校では思考盗聴連動型の仄めかしを日

常的にガンガンやられてました（通学中も酷かった・・・） 

 

水面下で家族の折伏(しゃくぶく＝勧誘)が行なわれたと思われます。というのは、私がご

近所トラブルを起こした創価信者は揉めてから暫くして、コチラの行動に合わせてタイミ

ング良くノイズを立ててくるノイズアタックを頻繁にやるようになり私は勿論のこと、家

族に対してまで厭らしく行なってました。風呂に入ったり、外に出たり、特に二階に階段

で上がる時にカラスや、鳥が鳴く嫌がらせをやってました。 

 

ところがある時から突然、弟が二階に上がっても、なにも鳴かなくなり、そして次に妹が

上がってもパッタリ鳴かなくなりました。学校でもガンガン水面下で折伏が進んで、入信

直後から仄めかしてくるようになっていたので、 

 

これは創価に入ったから攻撃されなくなり、いよいよ私に的を絞ったのかなと思っていま

したが、案の定、それから暫くして弟が「しねーーー」とか「シネ」リビングを通るとき

「シーッ、シーッ、シーッ」と言ったりするようになりました（死ねを連想させたいんだと

思う） 

 

また、私の部屋の床で遊んでるネコ（ジョルノ）の様子なんて壁で仕切られてる隣の弟に

分かるわけないのにジョルノが可愛く私の足にじゃれてるのを見てると隣から「ジョルノ

ちゃ～ん!!なにしてるの」と可愛すぎる声が聞こえてきて、不気味に思い弟の部屋を見る

と携帯を見ていました（画面にはネコなんてなかった）視覚盗聴かと思われます 

 

また、弟が思考盗聴をやっている可能性も確認したいので、確認するために、ガンガン弟

の悪口を考えてあげたらみるみる顔が険しくなり、口を尖らせて怒ってました。家族から

も思考盗聴もやられてるんだなと思いショックを受けたのを覚えてます。 

 

今までは、外出や学校では思考盗聴連動の仄めかしが酷くても家では無かったのに・・・・・



これから暫くして思考盗聴をしてなきゃ出来ないような仄めかしを、家族からもされるよ

うになり、その後、精神科へ行く事を周囲から勧められるようになりました。これが創価

の集団ストーカーのドクトリンなんだなと思いました。 

 

これを書き込みする際、妨害として音声送信で「本当に?」とか、急に私の思考をなぞって

音声送信で、自分の思考を聞かせたりし始めました 思考盗聴はされていても、被害者に対

してリアクション(反応)がないと、やられている事は全く分かりません。思考盗聴連動の

仄めかしがあり、それをボイスレコーダーに録れて初めて現実に思考盗聴があるんだなと

気付きます。 

 

創価は、精神病と思い込ませる為だけに、こういった嫌がらせをするわけですが・・・・・・・ 

当然、止める時は、精神病が治ったという事で仄めかしを止めれば良いわけです。これで

集団ストーカーの揉み消しは一件落着です。先ほどから、不安の感情送信をしつこくやら

れてます。家から追い出すつもりなのでしょうか。 

 

今隣の創価の監視員Ｎ田の家で、何時も深夜まで起きているバカなデブが色々嫌がらせし

てるようです。暇なカルトを少しからかってやるかな。  

 

ターゲットに妄想だと思い込ませる為だけに、精神病院へ行かせたり、長期休職や退職、

休学にしたりする。信じられないくらい大げさに周囲を巻き込んで猿芝居に興じたりしま

すね。 

 

今日も朝起きてからノイズアタックをやられてます。私の起床に合わせて、突然静かだっ

た住宅街に鳥の鳴き声が響き始めます、ICレコーダーで録っていたので間違いないですね 

しかも鳴き声に合わせて音声送信でしょうが「60」「60」と聞こえる嫌がらせを受けてま

す。 

 

無理矢理被害を重くして、後期テストを落とし、強引に留年させ、この仕打ちですから絶

対に許せません!!。 

 

創価は復讐代行を信者からカネで請負い完全犯罪を行なう能力がありますが、実際にやら

れると悲惨です。今も、無理矢理記憶を封印しようとしているのか、加害者が過去行なっ

た集団ストーカーや、ご近所トラブル時の嫌がらせが思い出しにくくなったりします。 

 

創価的には、これで治ってると言いたいのか、音声送信で「集団ストーカーは妄想だから、

これを忘れたら治る」などと言ってきますが、（私は精神科へは行ってません）勝手に妄想

とすれば治るなんて言ってくる精神病なんてないと思います。 

 

また巧妙にというかベタですが、外出時に粘着する仄めかしチームも、その記憶が引き出

しにくくなってる状態の時は静かにしていて、 

 

思い出そうとしたり、思い出したりすると、突然周囲で音を立てたり奇声を発したり、仄



めかしだしたりする（これも ICレコーダーで録れてます） 

 

色々なカルトテクニックを使ってきますが、中でも最近多様するのが記憶を封印しておい

て霞ませ、思い出そうとしたりすると、疑念を生じる感情送信を必ずといって良いほどや

って来る事です。 

 

音声送信では「記憶の削りは安全だ」とか言ってきますが、実際にはこの記憶の封印を 

強くやられると他の記憶がリアルタイムで飛んだり、一桁の足し算引き算も妙に混乱して

できなくなったりします。 

 

いつも聞いていたお気に入りの歌詞が、虫食い状態で思い出せなくなったりもしますね。

強力な洗脳は脳に多大な負担を強いていると実感します。ここにも、こんな終わらせ方を

選択した加害者の自己中心的な考えが透けて見えて嫌気が差します。 

 

カネ次第でこんな嫌がらせ行為も引き受ける。それが創価の実態です。  

 

鳥は鳴いて当たり前です。 モチロンです、ただし今まで鳴いてなかったのに自分の行動に

合わせて不自然に鳴いたりしたら、それが日常になったりしたら変ですよね? この嫌がら

せ手段は実際に行なわれていて、盗聴発見業者とかも、こういった嫌がらせがご近所トラ

ブルや遺産相続で行なわれるケースを私に語ってくれましたよ。 

 

ノイズアタックなんて、創価の集団ストーカーでは初期の嫌がらせです。これについて知

らないなんて失礼ながら貴方は少し不勉強ではありませんか。集団ストーカーの嫌がらせ

は、これからガンガンエスカレートしていきますよ。こういった嫌がらせを受けてる被害

者は大勢いますしね、私も当然その一人です。  

 

★加害者の過去の集団ストーカーによる嫌がらせ★ 

○エアコンのスイッチを入れた途端、なぜかクシャミや鼻水が止まらなくなったりしたが、

外のエアコンファンに黄色い花粉がドッサリと投げ込まれておりファンの外にまで飛び出

してました（私は花粉アレルギーです）この嫌がらせも発見するまで続いた。 

 

○夏～秋にかけての夜、鈴虫やキリギリスが、私が席を立ったり移動したりするのに合わ

せて突然音量を上げて鳴いたり、移動先で突然強く鳴き出したりしたが（ご近所さんも不

審がっていた） 

 

夜中、三時頃ふと目がさめて外を見ると、加害者に不信感を示していたお隣りさんの庭に

懐中電灯の光が二つ揺れていた（加害者が何かゴソゴソやってたと思われる、スピーカー

とかトランシーバーでも設置していたのか?）私が部屋の電気を付けると、慌てて懐中電灯

を消した。 

 

○更に上記の頃、図書館で勉強のために自転車で通っていましたが私の自転車が朝突然パ



ンクしており、自転車屋さんにもっていくと「前輪が内側から針のようなもので穴を空け

られている、普通は外側がパンクするので、このようなパンクはちょっと考えられない」 

 

○加害者が引っ越してきてから、何故かネコが盛りで鳴いたりすることがなくなった。リ

スの保健所送りは奥さんと相談しているのは聞いた。加害者本人が、リスの鳴き声を聞い

て保健所送りを指示していた「うるさいなぁ」「役所へ言えば処理してくれるよ」（リスの

鳴き声も減った・・・）ネコも五月蝿いので保健所送りを依頼した可能性は高い。 

 

○自分にとってウルサイ犬を飼っている人が通るとき、カラスや鳥の鳴き声をたてて、ノ

イズアタックを仕掛けていた。  

 

○体臭を発生させておいて、睾丸やケツの穴に強力な熱を照射して悪臭を人工的に発生さ

せ、大学とかで周囲が「ヤベェ、ケツの穴の臭いがする」とか「キンタマの臭いがする」と

騒がせて嫌がらせをし続ける。 

 

○大学へ通うための下宿部屋にやたらと蚊を入れてくる、これも地味ながら嫌な嫌がらせ

で、夜寝てるときプゥーーンと羽音を立てて寝かさなかったり、気付かずに寝ると夜中痒

くて目が覚めたりする。 

 

○夜中、痒みをワザと股のすそ部分に当てて、寝てる間に掻き毟らせて、膿んだ状態にし

て、蒸れた状態にしたり、そこに熱を当てて悪臭を発生させたりして、それを周囲が騒い

で精神的に追い込みをかけたりしてた。 

 

○同様に足に熱を強く当て続け足の蒸れた臭いがするようにして、友達とかに「○○さん、

足くさいっすよ」とか言うような状態にしたりしてた（この嫌がらせは頻繁に行い一晩中

ずっとやったりもしてた） 

 

○ワザと、私の周囲に車椅子の人や目が不自由な人（嫌がらせに杖で 私の足にピシピシ

と当ててくる）、小人症の人が集まり、仄めかしたりしてくる。身体障害者というパターン

もあり。私が良く乗る最後尾の一車両に大量に身体障害者が乗ってくるなんてこともあり

ました。 

 

○思考盗聴をリアルタイムで 24 時間行い、感情送信とかでイライラ感や不安感、不謹慎に

なる変な衝動感を与え、仄めかしを悪く思うとそれに反応して、咳払いをしたり、悪口を

言ってくる加害者団体は、信じられないくらい広範囲に手を回しますからね。 

 

なにより脅威なのはホログラフィーと言えるような、自分が直接見るのと変わらない映像

をターゲットに送って見せることが可能って事ですね。これに音声送信と感覚送信を加え

てヘリが頭上を直接飛んでいるように錯覚させる事も可能というのだから驚きです。 

 

加害者が夜の 11時頃からノイズアタック（カラス）と耳鳴り、頭痛、歯痛（奥歯に痛みを

与えて遊ぶ）、低周波音声送信（ボリュームを上げて送信してくる）イメージ送信を送り続



けて暴れ続け寝かそうとしません。 

 

音声送信で「外出したら骨を折る」「暴力を振るわざるを得ないが理解するか」と言った直

後に、感情送信で不安感その他を長時間与えて、それを思考盗聴してチェック、いらぬコ

メントをイチイチ音声送信して遊んできます。 

 

音声送信ですが、やられてて実感しますけど、これってやってるのは人工知能だと思いま

すね。極端に音声送信の速度を遅くして、コチラの頭を重くしたり、頭の回転を遅くして

るときは、人がやってるときもあるけど。 

 

基本は、コンピューター制御の人工知能だと思います。集団ストーカー開始以前の出来事

はあやふやだったりするが、それ以降の出来事は驚くほど正確に答えてきたり、自分にな

い知識、言葉、を使ってきたりしますから。 

 

アンチテロ氏のサイトにはいくつかハッキリとした間違いがありますが、思考盗聴と人工

知能を用いた音声送信はないと主張してる点は、明らかに間違いだと思います 

 

人工知能という根拠は、きまりきったフレーズのセリフで、コチラの思考に探りをいれて

きて、次からその情報を取り入れて音声送信してくるという事実でも分かります。それを

日に何度も繰り返し送信してくる訳です。 

 

その目的は一つ、創価は集団ストーカーをやっていない、妄想だとする一点に集約されて

ます。「今の気持ちを自分の言葉で表現するとこうなるよ」「つまりは～」「どういう発

想?」これを連発して音声送信してきて、それについて考えるのを渋ると、同じフレーズを

繰り返してきたり「協力して」と送信してきたりする。 

 

更に、起きている間 24 時間聞かせたいからだろうが、物音を大きくすると超反応して音声

送信を大きくしてきたりする事です。トンネルや、パチンコ店などでも同様のことが見ら

れ音声送信のボリュームが大きくならないと、雑音に掻き消され全く聞こえなくなる事も

多々あります。電車のトンネル等では単調な言葉の繰り返しを送信してくる傾向がある。

自己の内的な思考なら騒音で掻き消される事はないと思います。それを思考すると慌てて

ボリュームをアップしたりしますが極めて不自然と言わざるを得ません 

 

これらの特徴は、創価の集団ストーカー被害として抑えておくポイントだと思いますね。 

  

単調なフレーズを繰り返し使ってくると言えば「それはどういうことかというと?」とかも

言ったりしますね。また私が少しでも創価にとって都合が良い解釈をするとすかさず「よ

し!」とか「やったぁ」とか音声送信したりしてきます。 

 

加害者と創価は、私の近所も折伏して学会員にして、嫌がらせに強制参加させてますが、

やはり近所の人がやりにくいとか、加害者が過去に、その近所さんにやってた嫌がらせを

私が書き込みしたりすると、加害者の悪事がバレて近所さんとの仲が気まずくなりマズイ



と思うのか、突然そのご近所さんに、仄めかしや、タイミング良く物音を立てて嫌がらせ

したりするのを頼んでやってもらったりするようになる。 

 

また、近隣の学会員が思考盗聴でチェックするのを利用、ご近所さんに私に対する悪意を

植え付けるため帰宅時、家が一 kｍ近くなると、突然怒りの感情送信と共に「○○さん(そ

の近所さん)が集団ストーカーをやっただの、「○○さん(その近所さん)がやって言いとい

った」とか、「○○さん(その近所さん)が嫌がらせをやっていた」と言い出したりします。 

そんな事を繰り返し刷り込まれたら、その人を良く思える訳もなく、それを思考盗聴して

チクリを相手に言って仲を悪化させようとしてます。 

 

その間加害者本人の嫌がらせしてた記憶とかは、懸命に封印して思い出しにくくしてやる

んだからデタラメです。  

 

また、加害者を悪く思うと、そのご近所さんの名字を無理矢理私の思考に挿入してきて、

その人を悪く思ってるという風にしてしまいます。まるでそういった思考のクセを付ける

かのように何度も何度もやってきますね。加害者の名を考えると、無理矢理そのご近所さ

んの名に変換されてる感じです。 

 

音声では「これは大金出した加害者さんのためにやってる」だとか「こうすると、嫌がらせ

をその人がやりやすい」と送信したりしてきます 最近は、とにかく創価が集団ストーカー

をやっているという事実をなんとかして誤魔化したいが為だけに動いてるって気がします 

 

○感情送信で創価がやっていると思うと、疑念が不自然に生ずるようにされたり、外出時

は粘着してる信者が突然、騒ぎ出したりします。急に大声で話し出したり、物音をワザと

たてたり（手をパンと叩いたり、足をダンと強く踏んで音を出したり、雨の日なら、傘を地

面や壁に強くぶつけてガンガン音を出したり、奇声を上げて絶叫したりし始めるのもあり） 

 

○ガラガラで人っ子一人いない無人状態の場所で、トイレに入ったりすると、急に後から

人が次々入ってきて、五月蝿く携帯で仄めかしつつ喋ったり、咳払いや鼻啜りをガンガン

やったりします。 

 

○誰一人乗っていない電車に乗って、他にスペースが十分あるにも関わらず、三人がけの

椅子に座ってる私の目の前の席にあえて座って、それに合わせて不安の感情送信をしたり

してます。会社の会議でも自分の対面に座る人は最初からやり込めてやろうと構えていて

反対意見を出す人が多いと言われてます。そういった感じのプレッシャーを感じますね。

特に日に何度もやられるとですが、かなり不自然です。 

 

○このサイトに加害者の過去の悪事を書き込みしていると、 

 

「お前が反省していると、もっていきたい」 

「罪悪感を持たせて洗脳や嫌がらせが正しい事だったとしたいんすよ」 

 



と言って、自分がご近所トラブルで対抗していた事のイメージ映像の送信や、その時だけ

集団ストーカーの嫌がらせの記憶の封印を解除して思い出させ(加害者の嫌がらせを思い

出すと逆に封印したりする) 

 

加害者なんて何一つ自分の悪事は語らないクセに「自分がやったる事ももっと書いて」と

か「なんとか長谷川に華を持たせたいんすよ」と下らないテクニックで、被害者が悪いと

して、汚らしい集団ストーカーの嫌がらせを誤魔化そうとする。  

 

↑ようするに加害者は、自分が創価にカネ払って復讐を楽しみ嫌がらせの限りを尽したく

せに、そんな事実は無かったかのように「被害者である私が悪い」と主張して罪悪感を持

たせて、それを利用して「洗脳→精神科へ」と行かせようとする人格破綻者という事です。 

 

結局加害者は自分はハイテク使って水面下でドぎつくイジメまくっておいて、私が堪らず

に反発したり、対抗したりすると、それをご近所トラブルの被害として近隣に話し自称被

害者になりすます訳です。。。。    

    

なぜイジメに耐えないのかと思う方もいられるでしょうが、人間は自分に対する嫌がらせ

があまりに粘着質で酷いとどうしても反発するようになります。例えるなら自分に対して

ずっと後ろからボソボソと「シネ」だの「ナメンじゃねーぞ」「このハゲ」「カマ」だの言

ってくる奴がいたら、絶対に「何の用だ」と言いたくもなるでしょぅ? 

 

石を隠れてずっとぶつけてくる奴が居たらどうしますか? 

 

自分の事である事ない事チクってる奴がいたらフザケルナと言いたくなりますよね? 

 

こんなのある程度は自然な欲求だと思います。 

 

○毎度の事だが勝手に思考盗聴しておいて態度が悪いと称して、キツい痛みを頭部や腹部

に日に十回以上やってくる。 

 

○近所の専属監視員やクラスメイトの汚い顔をドアップで送信して嫌がらせしてくる。 

 

○耳に直接囁いてくるような「ポウッ」と発声したり、下ネタ、「お子だから」とか送信し

てきて嫌がらせしてくる。不快感がある。他の被害者さんが書き込みしてる異物混入に関

しては、私個人は被害ゼロだと思います。強いてあげるなら下宿の水道水が若干白くにご

っていたりしたのがそうでしょうか(空気が入ってそう見えるだけかも) 

 

ミネラルウォーターかコンビニの 100 円の紙パックのお茶で水分補給してたので被害はな

いですが、嫌がらせする連中が、私が何を飲み食いしてるかをいちいちチェックしてる気

配は感じますので、そういった被害もあるかとは思いますが  

 

精神科へ行かせたい為に、組織的に嫌がらせをやるのは分かりますが、私には信者達の猿



芝居で精神病と思うのは無理ですね。単にウザがっていると音声送信で「自分から精神病

だと思い込んで」とか「精神科へ行きたいとかってあるかい」と、感情送信もガンガンやっ

て聞いてきますが、無茶言うなと言いたい。 

 

どうしても精神科へ行かせたいなら、加害者がご近所トラブルの時から狙っていた、私の

家の追い払いとかを目的にせずに、淡々とやったらどうですかね? 

 

被害者である私の親からも大金をせしめて、息子に対して思考盗聴＋仄めかしまでやらせ

て集団ストーカーの後始末＝洗脳活動をやってるくせに、また人為的だとバレてるのに「ご

近所トラブルの加害者から離れれば精神的に楽になるから、被害が軽くなるよ」なんて繰

り返し音声送信したりとか、 

 

歯科医の親が患者数は増えているのに、患者さんが来なくなったとか言ったり、それが嘘

だとバレると、今度はある日突然音声に合わせたかのように「学費が足りない」とか「生活

苦だ」とか言い出す、 

 

親に圧力をかけて自分達に都合の良いセリフを言わせて、私の家族も望んでないのにドサ

クサに紛れて無理に地上げをしようとするのは、言葉は悪いけど加害者のオナニーじゃな

いかと思いますね。 

 

私も歯学部の学生だし、経営を調べたけど、お金に困るハズがないんですよ。娘や息子も

自立したし(私以外)。以前より患者さんも増えてますしね、とにかく、妙に親が必死なん

ですね、だから凄い違和感がある。 

 

加害者さんよ、ドサクサに紛れて｢アンタ一体ナニやってんだ?｣ カネかけた加害者、やっ

てる本人はキモチイイんでしょうけど、周りは迷惑です!!悪いけどこんなプランやってら

んねーよ。時間が長くかかって当然だと思う。 

 

私に対して嫌がらせの限りを尽くしたことで身の危険を感じるなら自業自得だし、自分で

出て行けばいいでしょ。前は鎌倉から引っ越したいと言ってたじゃないですか。 

 

「お前が悪い」と一方的に言い張って感情送信をガンガンやって精神科へ行かそうとする。

精神科へ行かせたいなら、加害者が出て行って欲しいですね。そうすれば無条件でサイト

もたたむし、貴方の悪質な加害行為も忘れてあげるし、精神科へ行ってあげますよ。それ

以外ではいくら圧力をかけられてもありえないですね。 

 

最近の人工知能は散々嫌がらせをして人生を狂わせたくせに、コンナこと(洗脳への抵抗)

をやるのは本人の為にならないと称して、「加害者はお金さえ借りられればまだ続けられ

る」と音声送信して遊んでます。 

 

説明の言い方一つで丸め込めるからと言って、私の親戚から加害者はお金を借りたがって

ると人工知能は主張してますが、私は大学を辞めてもこんなデタラメな洗脳をを無理矢理



やらされるのはお断りです。徹底的に抵抗しますよ。 

 

今も散々嫌がらせしていながら勝手過ぎるでしょ。何も目処が立ってないのにカネだけ巻

き上げて無理にやっても無意味だと思う。っていうかそんなの加害者お得意の横着と詐欺

でしょう。完全にドブにカネを捨てることになりますよ。 

 

しかし人工知能の音声送信程ウザったい物はないですね。日に何度も「○○さん家(加害者)

に乗り込んで惨殺して欲しい」とか、コチラを煽っておいて加害者を殴れとか、けしかけ

たりしてきます。一体ナニを狙ってるんですかね? 

 

コレをネットに書くというと「これももう駄目か」と送信してきた後、やたらと嫌がって

ましたが・・・受験のときにやられていた嫌がらせを思い出したので書き込みします。 

 

○加害者はノイズアタックに使う山に設置したスピーカーからスピーカーへとジェット機

の音を移しては遊んでいた。これにより音が近づいて遠ざかっていく感じをリアルに出し

てましたね。でも飛行機は実際には飛んでないというのがお約束。 

 

○二階で私が勉強してると、庭で猫の鳴き声がすると(ご近所さん家の外ネコ)私が下に降

りてネコを入れるのを知っていて、ワザと何度もネコの鳴き声をノイズアタックで立てた

りしていた。 

 

庭にネコがいると、ネコに対しても加害者がやたらとカラスの鳴き声などでノイズアタッ

クをしてるのが日常化してたので、ノイズアタックでネコが庭にいるのが分かったりした。

ネコがなにか嫌がらせをやられてないかが心配だった。(それでネコを家に入れたら加害者

は「アッ」とか悔しそうにしてた) 

 

○腰痛に似せた腰への痛みの嫌がらせも酷かったですね。最近では、上野での嫌がらせが

酷いので、マンガ喫茶を良く利用してますが、夜中に大男が私の耳の近くで叫んでるイメ

ージと共に、ボリュームを上げて間断なく音声送信してきたり、耳鳴りを強くやったり、

夜中に 2 度３度と叩き起こすのは当たり前で、酷いときは 4～5度も目が覚める。という嫌

がらせを長期間やられてます。寝ずらくする為に冷気を体に当ててくる嫌がらせも長期間

やられてますね。 

 

最近の嫌がらせリスト 

○嚥下やあくびに合わせて、必ずトンネルを静かに電車が走ってるようなゴーーーという

機械音を送信して嫌がらせした。 

 

○カルトにとって都合が悪い事を思考した途端、オナラが出る。ガスが出た直後私の近く

に信者が突然寄ってきて、まるで臭いを嗅いでるかのごとく暫くたたずんでから去ってい

く事です。 

 



○家の資産価値を落として追い払うと送信した後、暫くして、エアコンが 3 機ガンガンぶ

っ壊れたり ← これは加害者が室外機が煩いと近所に言ってた。私のパソコンを 2008年

に壊したり ← これも壊すと予告していた。時計を盗んだり、携帯を盗んだり、デジカ

メを壊したりしていた。 

 

2009年 12月現在、Ｍ大学を休学しているが、前期・後期の休学代(休学中の学費＋施設維

持費等で 200万円かかかる)これを親が払えず、小田原に住む親戚の叔父を頼った、最初親

と尋ねたとき払ってあげると言ってたのに、ある日突然払えないと言って来て、電話で頼

んでも「分かってるだろう」と言うだけ。 

 

本来そんな人ではなく、創価系の大学で私に対して集団ストーカーを学校ぐるみでやって、

無理矢理叩き落した割には、支払いの延期に応じてくれてはいる。 

 

しかし裏で手を回して払わせないようにしてる可能性がある 

 

世間体を気にしてるだけかもしれない、こんなにも温情がありますよみたいに、実際支払

える可能性があるなら待ってくれるはずだが・・・ 

 

他にも送ってきた紙が前期だけで 199 万払えとか書いてあり驚愕したが、手違いだった模

様。何か問題が起こったら速攻で切る為に、創価繋がりで手を回し、親や親戚が払わない

という事だろう。 

 

親も歯学部命で本来はどんな事をしてでも払う人なのだが一銭も払わないと言うのも変。 

 

弟も医師になり十分稼いでるのに一切学費の援助なし。 

 

家族で創価の精神病工作にも加担してるので、精神病だからという事で潰すんだろう。 

 

親も話し合ったとき「創価と戦って嫌がらせを忘れるならともかく、学校も監視したり、

相手したりしないといけないから、大変だから一旦辞めよう」と開き直ったかのように言

い放ったのが忘れられない。でも洗脳だけは受け入れられない。 

 

なぜ創価が集団ストーカーをやっていると言えるかなぜ創価が集団ストーカーをやっていると言えるかなぜ創価が集団ストーカーをやっていると言えるかなぜ創価が集団ストーカーをやっていると言えるか    

 

○私が創価に入り、被害を相談したさい、被害を認め、家を潰しサラ地にして引越せば止

むと、事実上退去勧告を行った団体であること。 

 

○近所を折伏し、上野の台東区東上野にも凄い数の公明党選挙ポスターが貼られている。

これは音声が「もう止めるしかない」と送信してきた鎌倉でも、Nさんや加害者が入ってい

ること(I さんが N さん家を連絡に尋ねたと座談会で言ったのを確認済み「N さん家って凄

い奥にあるのね、私昨日初めて行った」と言っていた) 

 



○地区部長に被害を相談するつど、嫌がらせの事実を認めており、例えば学校の最難関試

験で 90点をとり上位 5名くらいにランクインした時、加害者が「精神的にオカシイから今

回は無理やり留年させて落とす」手はずだったのに、こんな良い点を取ったら私のメンツ

が潰れると怒り(後に地区部長から聞いた)テスト終了後から一カ月もの長期間、骨折より

も痛い頭痛を 24 時間も与えられ地獄の苦しみを味わわされた。 

 

それを相談した際も「アイツそんなことまでやってるの!」と苦笑しながら驚愕し「分かっ

た、言っとくから軽くなると思う」と言ったり「集団ストーカーなんて 100 万人もいれば

できるから」と言い放ってたこと。 

 

○ブライティング(夜家の明かりを付けっ放しにしたりしてやる嫌がらせ)が、鎌倉では深

夜散歩したりするとやられるが、2時や 3 時でも家の部屋に明かりがついてる家が多すぎ、

それが地域の創価信者宅を中心として行われている事。 

 

○大学でも私の周りは創価学会員に囲まれ、友達全員(5名)が創価だし、授業中に学会員達

が「次誰入れる?」「○○は?」「ああ・・アイツいらね」など目標を選んでいたし、 

 

当然そのグループは(ジョウ○イとそのツレ)やたらと仄めかしてきて、私の目付きが悪い

とか「アイツこっち見てくる」とか思考盗聴も行い、テストで良い点をとると「アイツやら

れてるクセにムカツク」とか「いよいよアイツに監視が付くよ」とかこっちを見て言った

りしていた。 

 

○最も頼れる親戚が、創価被害を訴えても以前は創価批判も若干あったくらいなのに、突

然豹変しており「ここいらの創価の人達はおとなしいよ」とか「悪い人達じゃないよね」

「創価が嫌がらせをやってるなんて聞いたことない」と言うようになった事。 

 

○また加害者とのご近所トラブルを、嫌がらせが酷過ぎるので、泣く泣く頭を下げようと

仲裁を青年部長の Tに相談した。 

 

後に「○○○さん(加害者)と直接会って話しました。○○○さんは、｢ただ貴方が謝って終

わりにするのではなく貴方の心が綺麗になって、それから終わりになる。そういう解決を

望んでるんです (意味する所は組織犯罪隠滅の為の洗脳による記憶の消去。後に詳しく書

きます)」と言ってきたりもしたこと。 

 

○大学 2年後期 11月半ばごろ、青年部長の Tさんに加害者とのご近所トラブルを相談した

際、Tさんが車で家まで来て、近所の千葉薬局前で車を止めその中で「分かる、言いたいこ

とは分かる、クヤシイだろうけど、精神科に行ってもらうしかない」と言った。私が「厳し

いっすね」と言い「厳しいでしょう」と Tさんが言い、それで会話は終り、その後(発車 15

秒ぐらいたって)、突然 T さんが「創価も組織が大きくなり、幹部の中には(お金とか貰っ

て)創価の力を悪用したりするヤツがいるけど、そういうヤツは許せない!」と。 

 

これでこれでこれでこれでこの１件の全てが分かった気がしました。これは人工知能が必死になって 



 

●記憶を削ったり、 

●書くなと脅迫してきたり、 

●問題になるから全部お前のアラを探してそのせいにする 

 

と送信している事です。しかし T さんは私に勇気があるとも言ってくれた、不正の告発を

限定的にでもやっているからだと。 

 

○大学でいつも「クセー」だの悪口三昧をやっていたクラスの中心的三人組が全員創価学

会の信者で(り○、モリ○、ミ○○)あるという事実。これは友達から確認済み。そして私の

友人が「この大学は創価信者ばっかりだ」とか「○○一派も創価でしょ」とか、創価のメン

バーの話題をしてると後で近づいてきてモリ○が「そういう話はしない方が良いよ」と釘

を刺してきたりした事。 

 

○テスト期間中、被害が重くなり、大学で生徒の誰からも頼りにされてる K 先生に相談す

ると「それは創価学会だろう、物事の蜘蛛の糸を辿ると○○○(加害者)の姿が見えてくる」

これが初めて他人に集団ストーカー被害者であることを認めてもらった瞬間でしたでしたでしたでした。。。。｢創価

と揉めたあと、車で道路を走ってると髑髏(されこうべ=どくろ)がボゥーッと浮かんできて、

地獄みたいな光景を見せられる｣と。「創価のテクノロジー犯罪」    

 

○友達のモ○君も 2 年後期のある日、坂戸のレンタルビデオ店ゴクー付近で「オレも座談

会にでも出ようかなー」とか、宮○君も創価を悪く思うと「クソッ」とか、丸○君も「創

価、あそこの内部はかなりドロドロしてるよ」 

 

音声送信は、とにかくコチラが嫌がらせに対する不平・不満を思考するとそれに、合わせ

るように迎合したコメントをする。 

 

例えば 

 

(こんなことやってるから無駄に人員とカネがかかるんだ)と思うと 

「そうなんですよね～それが創価の駄目な点で」 

 

(1 か月以上の骨折より酷い頭痛をやられた事を考えても) 

「じょうだんじゃないよコレ、とんでもない話だ」 

 

自分達でやっておいてこんなコメントを出す。これは受け流しというテクニックで、相手

に合わせて話題を流す。こうすることにより被害を最小にできると送信してました。 

 

更に加害者にやたらと気を使い、 

 

●彼を晒すのをやめろだの、 

●●●●「「「「加害者への不満は他の会員員員員で請け負うよ」だって、 



●彼が極度にビビリだし、相手は老人だし(かくしゃくとしてるが)、 

●カネ出して何かやられたんじゃ(暴力とか)、創価のメンツにかかわるとか、 

 

勝手なことを言ってます。 

 

率先垂範とか、自分が発起人という自覚は加害者には全く無いようです(まだ家の追い払い

とかやってんのか)と思うと「だってそれじゃー、加害者がなんの為に創価に大金を払った

か分からないじゃないか」 

 

(家を無理に追い払うなら 5 年は必ず追加で暴れてやるからな)と思うと「追い払った後、

どんなに君が外で暴れても追い払いを狙う、要はさせなきゃいいんだ」と自信満々で放言

してます。 

 

これらは特に鎌倉で頻繁に送信されます。家の親の弱味を握ってるくせに(患者の殆どを学

会員か協力する他宗にしてる) 両親も理解してるとかいってまだ続けてます。 

 

○猫に対する嫌がらせは酷く、三匹の内、一匹は殺され、二匹の猫の歯が 2 本ずつ抜けて

いるという嫌がらせもある。音声は「本人に(私)分かるようにやらなきゃ意味がないんで

ね」「外に出ずに泣き寝入りしろ」と言い、言うことをきかないなら猫への嫌がらせをエス

カレートさせるぞと言い放ってました。なぜか?と聞くと私が殆ど外に出ずっぱりなんで学

会員が悲鳴をあげており、泣き寝入りさせなきゃならないので、駄目元でも何かやらない

といけないからやると言ってました。 

 

運動してる学会員が終わるかもという、砂漠の蜃気楼にすがらないと、やってられないか

らやると堂々と主張してました、他にも被害者が最も嫌がる事を繰り返し、消耗させて潰

すとも言っていました。それ以降は「言うことを聞かないなら猫を殺す」とまるで悪漢の

ようなセリフを堂々と言っていましたが、カルトなら当然かもしれません。 

 

当時の書き込み 

創価信者(嘘を付き隠してた奴)とのご近所トラブルから発展して監視や嫌がらせを受ける

ようになりました。私も飼っている猫が創価の集団ストーカーにより、長年嫌がらせをさ

れ続けてました。どうすることもできずに、ただ気遣うことしかできませんでしたが・・・・ 

 

そんな中飼っている猫が創価に殺されました。猫の轢死体を短期間(二週間以内に 2 度)も

見た後です。二匹目は子猫の死体でした、雨にぬれ頭部が吹き飛んでました道路には轢か

れた後はなく、どこかから運んできたようでした。 

 

確立上は猫の死体を短期間の内に見ることもあるのでしょうが、やはり不自然でその時か

ら創価のほのめかしを疑ってましたがやはり 2 週間ぐらいたってから自分の飼い猫(小さ

い子猫みたいな子)がエサを食べれなくなり死んだとき、この猫も呼吸が不自然に乱れたり、

突然落ち着かなくなったりと、言葉ではうまく説明できませんがとにかく不自然でした。 

 



2ch への集団ストーカーの書き込みをまた再開した直後に死亡しました。創価の集団スト

ーカーの加害行為にペットへの虐待もある。これは事実だと思います  

 

100 名前： 98、99、100 とコピペです 投稿日：2008/08/17 03:06 ID:6koqpA4k 

短期間の内にネコの轢死体を連続して目撃してから私の猫は死にました。この子は日常的

に、創価の監視員から嫌がらせを受けている子でした。今現在私をストーカーして張り付

いている創価信者はネコの事を考えると「ハハハハハ」と笑ったりして煽ってきます。 

 

「反省したか?」とすれ違いざまに聞いてくることもあります。また、ネコの葬儀中も感情

送信を行い、ネコの死が急に面白くなったり、なにも感じなくなったりさせられます。 

 

全て「お前はキチガイだ」「創価の集団ストーカーなんてない」とする為だけにやっている

事でしょう。これが猫が殺されたときの私の書き込みです。連中は被害者をコントロール

し、潰す為なら手段を選びません、同じ目にあわなければ彼らも痛みが分からないのでし

ょうか? それとも被害者なんて謝罪や償いはおろか、マトモに扱わなくて良いとでも思っ

ているのでしょう。 

 

転載先 

http://www.geocities.jp/lolo20088877/case.htm 

 

 


