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在日ウイグル人が明かす ウイグル・ジェノサイド 東トルキスタンの真実 

日 本 の 皆 様 へ 

 

 

◆ウイグルで起きていること 

 

2016 年から、中国政府の豊かになって伸びた手が

エジプト、パキスタン、タイまでも届くようになり、

これらの国々も水面下で中国共産党と手を結び、それ

らの国々に住んでいるウイグル人らを学生中心に大

勢中国政府に引き渡している。ウイグル人は生まれ育

った故郷だけではなく、海外に逃れても安心して暮ら

せることはなくなった。 

 

「テロ対策」の名目でウイグル人全体を対象として

捕らえ、「強制収容所」に入れ洗脳し、宗教を諦めさ

せるために豚肉を食べさせ、奴隷労働を強制し、女性

たちをレイプし強制不妊手術を施し、親と子を別々の

収容所に入れ、幼い子供たちの美しい子供時代を奪い、

文化遺産とモスクを壊し、それらの聖なる施設を喫茶

店やトイレ、そして観光施設に改造し、歴史と記憶ま

で消そうとしている 

中国共産党に対して、国際社会による指摘も、アメリカをはじめとする国々の一連の抗

議も、今の段階ではほとんど何の影響も与えていないと言えよう。 

 
◆中国共産党の狙い 
 

「なぜ、今中国がウイグル人にこのような酷いことをしているのか」 

 

今の中国は、東トルキスタンの土地と

地下資源、そして地政学的に極めて重要

な土地を失うと直ちに崩壊する。１４億

人の人民と中国共産党の生死・存続問題

が、中国の今後の課題である。その鍵を

握る「一帯一路」の出入り口が東トルキ

スタンにあることは、図を見れば一目で

分かる。 

ウイグル人が侵略者を追い出すための

戦いを一瞬も忘れたことがないことが、

中国共産党を怯えさせている。 

先手を打ってウイグル人を消してしま

い、東トルキスタンを中国の永遠に不可

分の一部にしてしまうことが、彼らの狙

いであろう。 

 



ウイグルに続き、チベット、モンゴルが立ち上がるシナリオは中国の悪夢である。それ

が共産党の弱点であり、中国崩壊の恐ろしい要因を、先手を打って消そうとしているのだ。 

 

◆ウイグルの現状で、私が伝えたいことが二つある。 

一つは、自国の独立を守り切れずに、侵略下に置かれてしまうと、その国民の運命はど

うなるかということである。侵略者は悪者だが、それを許した側、先祖代々の命を育てて

きた国土を敵に渡してしまい、子孫を敵の手で殺すことを許した私達の責任と罪を、私は

常に考えている。侵略者に対し、話し合って解決することは出来ないこと、話が共産党に

は通じないことは、ウイグルで証明されたのである。 

 

もう一つは、共産党対人間の尊厳の戦いは、ウイグルで終わらないということである。

私達ウイグル人は、兄弟民族であるテュルク民族から見放され、イスラーム諸国の支援も

得られなかった。西側の民主主義的な国々の抗議も中国には通じなかった。今この瞬間に

も「強制収容所」は増設されている。ウイグルの今後の明るい見通しはない。 
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◆日本の皆様へ 

アジアの現在の状況を考えると、「もしあの時、ウイグル人が独立していれば」

と思うことがある。（注：ウイグル人にとって「新疆ウイグル自治区」は、ウイグ

ル人が平和のために戦争を放棄した結果、中国共産党に騙された結果、母なる祖国

のために犠牲を払うことを怠った結果なのである） 

しかし、歴史は変えられない。せめて日本国民が「将来、このような悲劇が起こ

らないようにするにはどうすれば 

良いのか」という問いを自らにかけ、 

国を容易く中国共産党に差し出してし 

まったウイグル人が置かれている、想 

像を絶する現状と悲しみに向き合って 

くれれば、私達のような過ちを起さないように教訓を得てくれれば、と思う。 



集広舎 中原一博著 

 

こ れ が 中 国 と 戦 う 唯 一 の 方 法 

焼身抗議 

 

 

◇インド軍のチベット人部隊…｢これが中国と戦う唯一の方法｣(2020/09/15) 

https://www.businessinsider.jp/post-220062 

 

８月下旬、インド軍と中国軍が、紛争中のヒマラヤ山脈の国境地帯で衝突した。今回の

衝突では、中国による支配に反対するチベット人を中心とする秘密部隊、インドの特殊フ

ロンティア軍（SFF）の兵士 1 人が死亡、1 人が負傷した。インドは、中国の侵略に対応

したものだとし、数日後には特殊作戦部隊がステルス作戦で中国の野営地を押収したと述

べた。それらの兵士はチベット人で構成されるインドの秘密部隊、特別フロンティア部隊

（SFF）の一員だった。この件をきっ

かけに、この秘密部隊は注目を浴びる

ことになった。創設から約６０年を経

た今、この部隊のメンバーをはじめと

する多くのインド在住チベット人が

悲願とする｢中国への挑戦｣を始めて

いる。 

 

◇『チベットの焼身抗議』（はじめに） 

 1990 年代の終わり、拷問の後遺症

から泣き叫び続ける元尼僧に出会った。それから、中国当局による拷問の証言を彼らから

集め、彼らを支援する活動を始めた。 

 1950 年から 1990 年までの共産党チベット統治をチベット人側から総括した有名な言葉

がある。 

「最初の 10 年間（1950～60）に我々は国土を失った。 

 次の 10 年間（1960～70）に我々は政治的権限を失った。 

 ３番目の 10 年間（1970～80）に我々は文化を失った。 

 ４番目の 10 年間（1980～90）に我々は経済を失った。」 

中国へのメッセージ ＳＦＦ特殊部隊の姿 ２０２０年９月７日 

ラダック地方の首都レーでテンジン・ニーマの棺を運ぶインド兵

（雪獅子を付けているチベット人によるインド秘密部隊） 

https://www.businessinsider.jp/post-220062


というもので、多くのチベット人知識人や中国政府内で働くチベット人役人たちも口に

する時代区分である。 

 焼身抗議を行う人々が最後に叫ぶ言葉は「チベットに自由を！」、「ダライ・ラマ法王の

チベット帰還を！」というものである。チベット人にとって法王は、慈悲を体現する「観

音菩薩」であり、それなしには生きていけない「太陽」なのである。彼らはそれをみんな

のために取り戻すためには命さえも捨てる。しかし、法王は、ご自身のことを「一介の僧

侶」と称される。 

 焼身は自殺の中でも最も激しい苦痛を伴うものと言われている。体液は沸騰し、眼球は

膨張し破裂する。息をすれば気管と肺は焼け、激しい痛みと共に呼吸困難に陥る。多くの

僧侶が焼身していることからも分かるように、チベットの焼身抗議には宗教的な意味も含

まれている。チベットは、大乗仏教が説く菩薩思想の影響を強く受けているのだ。だから

こそ、僧侶たちが真っ先に、他のチベット人を救おうと焼身しているのである。たとえ限

られた情報の中からであっても、彼ら一人一人の人生について思いを寄せてほしい。 

 

太陽を取り戻すために 

 2012 年 11 月 25 日、17 歳の尼僧サンゲ・ドルマンが焼身抗議を行い、その場で死亡し

た。下記は彼女の遺書である。 

－ お戻りになられた － 

チベット人たちよ 見上げよ 

黄昏の蒼い空を 見上げよ 

白い雪山の天上の天幕のような 

私のラマがお戻りになられた 

チベット人たちよ 見上げよ 

雪山の頂を 見上げよ 

白い雪獅子がお戻りになった 



私の雪獅子がお戻りになった 

チベット人たちよ 見上げよ 

上方の広大な森林を 見上げよ 

美しいトルコ石の色した草原を見よ 

私の雌虎がお戻りになった 

チベット人たちよ 見上げよ 

上方の雪山に囲まれた国を見よ 

雪山の国の時代がはじまった 

チベットは自由で独立している 

ギヤワ・テンジン・ギヤンツォ（ダライ・ラマ法皇） 

遠い国にいらっしゃる間は 

世界中を巡られて 

苦しみの底にある赤に瀕したチベット人を 

暗闇から救う祈りを続けられる 

パンチェン・ラマは獄に繋がれ 

獄の中から外をご覧になり 

我が雪山の国に 

再び太陽が昇ることを祈られる 

雪山の国の苦楽のために 
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「チベット国旗」 

民族独立を果たしたいという願いと､ 日露

戦争や日清戦争での日本の活躍に憧れを抱

いていたダライ・ラマ１３世の信頼が厚か

った青木文教が､ 日本の旭日旗 のデザイ

ンに着眼して、 チベットの国旗を完成させ

たとされています｡ 

『チベットの焼身抗議』 

中原一博著 集広舎 



2019 年 6 月天上界からの伝言 メッセージ集Ⅳ.P518 雑メモ＜教育＞より 
 

道徳のあり方と子どもが関わる事件 
 

◆中学校で起きる事件と社会背景 

 いま各地の中学校で起こっている事件は、校内の虐めのみならず、浮浪者を子どもが次々

に殺した件などは豺狼（さいろう）の群という他ない。基本的な馴育さえうけていない獣

が、町に走り出たということだろう。 

 日教組などは例によって、社会のせいだとか言

っているらしい。社会体制とかが悪いと年端のゆ

かない子どもたちが、面白づくで何人もの人を殺

すとでもいうのであろうか。もしそうなら理想の

社会などこの世にあり得ないのだから、人類史を

通じて子どもは常に暴徒化し、無力な男女を殺し

ていなければならない。左翼が呪阻する戦前戦中

の日本でも、こんな話は聞いたことがなかった。 

 違法と暴力行為とを平然と子どもの前で繰り返

している日教組や、それを支持して来たマスコミ

の罪は大きいにしても、機構を変え、やくざめい

た組合をつぶしても、それで荒れた教育現場の再

生ができるというものではない。 

 

◆占領政策と日教組 

諸悪の根源はアメリカの占領政策にあるという当時の文部大臣の指摘に、賛同する。占

領軍がもちこんで来たのはデューイの教育思想であって、簡単にいえば権威主義の否定と、

子どもの自発性の尊重だった。教育には教育する側とされる側とがある以上、そこには階

層性が必然的に含まれる。 

 教育の歴史は古く、智慧の蓄積は分厚い。ところが発生の根を辿っても二百年にも満た

ない新興の教育思想が、軍事力によって日本に持ち込まれ、左翼は反権威なら何であれ賛

成するから日教組もこのアメリカニズムを支持し、デューイ主義とマルクス主義との不思

議なカクテルが、日本において成立する。 

 道徳問題までも子どもの「民主的」討論にゆだねるという珍風景が、その結果現出した。

子どもが悪いことをしても叱らないで、「君たち、これをどう思いますか」と道徳が多数決

で、それも世界の狭い子どもの多数決で決められたのでは、たまったものではない。（※道

徳は何千年もの間日本社会をまとめ上げてきた歴史の知恵であり、数百の歴史しかない「民

主制」を矯正するものです。ただし、科学的事実には譲るべきです。2018/12/18 北） 

 教師は始めから権威を放棄しているのだから為す術を知らない。獣はこれからも、とび

出して来るだろう。要は戦後の初等中等教育の、基本理念の総ざらいにある。アメリカに

よって押付けられたのは、新憲法だけではないのである。 

（※安倍内閣により、ＧＨＱに与えられた教育基本法に、国を思う心が追記された。） 
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https://ameblo.jp/zenkyoukyou/entry-11904

101513.html 日本教育再生ネットワークのブ

ログより 

 
義家弘介（ひろゆき）衆院議員（４３） 

元文部科学政務官 

義家氏によれば、加入率減少というのは見

かけだけである。 

この数年加入率の調査対象は管理職も含め

た全教職員で、小中学校に比べて組合活動が

盛んではない高校も含まれている。このため

小中学校に限定すると、昨年度は３０％を超

え、管理職を外すと、さらに上昇するという。 



2019 年 6 月天上界からの伝言 メッセージ集Ⅳ.P518 雑メモ＜皇軍＞より 
 

親日派台湾人李登輝元総統訪日の背景 
  

◆李登輝台湾総統の訪日と日本の対応 

 さて、愚鈍な日本の害務省の中国恐怖が、日本国民の良識によ

うやく牽制され、2001 年訪日の叶った李登輝台湾前総統は、本

当に嬉しそうでした。人々の善意に同じ心を以て応じられる李氏

は、反共クリスチャンであり、何ら良心に恥じぬ人生を生きて来

られた。それが喜びの素直な表出と言葉に表れています。 

 台湾の親日派の人達には、樺山初代総督や児玉源太郎総督を初

めとする、明治の先達の仁徳が心に培われ、当時の日本の統治下

の台湾にも、明治天皇の御威徳が、いかに豊かに及んでいたかを

目の当たりに見る思いがしました。 

 つまり、親日派の人々は、日本の古き良き時代を純粋培養した

世代の人達であること。明治の父祖の時代、そして昭和天皇の御

存命の時代も、その父祖の精神の遺産が豊かに伝えられ、遺され

ているのです。 

◆森喜朗元首相の承認 

 その影に、マスコミに不当にも首相の座を引きずり下ろされた森喜朗元首相による、病

気治療目的の李前総統の訪日を認めたことは、悪の王国中国の脅しと干渉に屈せず、決定

された、人道的な配慮で有った事を忘れてはならないと思います。惜しむらくは、在日親

中集団の公明党の騒音で、政権党党首としての靖国参拝を見送られた事です。 

※最終的に森喜朗首相らがビザ発給を認めたにもかかわらず、河野洋平外相や槇田邦彦・アジア

大洋州局長が頑強に抵抗し、特に槇田局長は「こんなことしていたら、北京の怒りを買って、

日中関係はメチャクチャになる」などと恫喝めいた発言を繰り返しました。森首相が「退任し

た以上、民間人の訪日とみなしてビザを発給すべし」というリーダーシップを発揮したことで

無事にビザが発給されました。 

◆最後に 

 最後に、日本軍での捕虜の待遇は、日本軍兵士と同等か、それ以上の食事を与えられた。

行軍の辛さは日本軍とて同じ。どれだけの窮乏に耐えていたかを知らない賛沢な欧米人で

はあります。元連合軍捕虜もヒラリー上院議員と同様。旧日本軍に関して、非難する資格

はありません。ましてや物知らずの江沢民防諜員アイリス・チャン他の女性陣も同様です。

無実の者にでっち上げの罪を言い立てるのは、共産主義思想の典型と言う他はありません。 

天照大神や神武天皇より上位の方は日本には存在しない、いえ、世界には居ない、とい

った選民論、世界の何処よりも抜きん出て立派であるは、どう見てもウリナラ式です。 

 例え少しずつでも、過去からの何らかの規範の積み重ねが無ければ、より優れたものは

生み出せず、存在し得ないのは、生物界の習性であり、適者生存、進化の法則でもありま

す。ただし、日本神話・日本民族は、確かに天との関わりが深いものではあります──。 
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2014 年 9 月、大阪講演の李登輝元総統 

「総統をやめたら日本へ行きたい」 



2019 年 6 月天上界からの伝言 メッセージ集Ⅳ.P518 雑メモ＜中華思想＞より 

 

王政と帝政に共産主義・・・国家としてのあり方は？ 
 

◆各国の暴動の陰で  

 

 2015 年 11 月フランスでの暴動を見ていて、日本人からすると、血で血を争うフランス

革命（ユダヤ革命／ロシアの共産主義革命への前哨戦）の延長かとも思ってしまいます。

しかし、日本は日本で、倫理教育を充分に受けていないので、社会が統一されるよりも、

混乱を内心楽しみ、嵐を呼ぶマスコミもジャーナリスト、テレビ関係と多いでしょう──

（ＮＨＫを筆頭に、朝日、毎日、その他大勢）。 

 アフガンを実効支配していたタリバン派（イスラム原理主義）政府は、2001 年初頭、国

家的、歴史的遺産であるヒンズークシのバーミヤン石窟の二大石仏に堂々と破壊力を振る

い、女子教育を否定しました。 

 
ギャラリー：もう見られないバー

ミヤン大仏、破壊前の貴重な写真

9 点 

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/a

tcl/gallery/032501128/ 

 

2001 年、イスラム原理主義組織

タリバンによって 

https://tabi-labo.com/158472/d

estroyedbudda 

 

 

それ以上に非道にチベットを実効支配（侵略を正当化する理由付けは旧ソ連並み）する

中国は、男女平等・農民重視をうたう共産主義ですが、マルクス・レーニン思想の実情は、

女性軽視、農民軽視でしかなく、チベット人やウイグル人を虐げてきた中国の歴代国家主

席が“ヒットラー”と呼ばれる意味がはっきりします。ナチスの強制収容所と同じ。拷問

と死の収容所だということが、今は目覚めた米国から発信さ

れています … 。 

中華思想を唯一絶対のものとする中国覇権主義は、支那大

陸の時代からその残虐な同一民族の権力争いと殺戮のくり返

しであり、人権などの思想も無く、現在のチベット人やウイ

グル人に対する暴力、強権支配と同質のものでした。 

 

『 在日ウイグル人が明かす ウイグル・ジェノサイド 

＜＜東トルキスタンの真実＞＞ 』 

ハート出版／ムカイダイス著 

 

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/gallery/032501128/
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/gallery/032501128/
https://tabi-labo.com/158472/destroyedbudda
https://tabi-labo.com/158472/destroyedbudda


◆共産主義国家になることで起きた虐待と殺戮 

 

 まだ皇帝や王族の支配する帝政ロシアや、インドシ

ナ半島の各国の方が二十世紀前半迄は秩序が保たれ、

諸国民が恵まれた生活も享受出来た。ベトナム、カン

ボジア、ビルマ（現ミャンマー）等々。 

王政や帝政を嫌い、共産主義に道をあけた頃から、

反体制派の虐待と殺戮が必要悪とされ始めた。“中世

の暗黒政治への郷愁”とでも考えるべきでしょうか。

特定の地域や国に於いては、必然であるかのように善

悪の“回帰性”が見られます。人間は恒久的な平和を

喜ばない。治世の次には乱世を好む動物であるらしい。サタンの暗躍は別として、これは

悲しい“人間の性”と言うべきですね──。 

 

 

 

 

個人的には、少しはみ出した感覚で過ごして来ましたから、キリスト教の儀式の美しさ

や荘厳さは讃美歌の歌詞、旋律のそれと相侯って、捨て切る事は出来ないです。教育や徳

育は、個人の生活習慣と関連しているので、はみ出し人間の人格育成も、本人の言動のス

ケールが大きくても、真面目で誠意ある人間であれば、宗教に限らず、型にはめるのは良

くないですね。 

社会に混乱を齎す左翼勢力や過激な宗教宗派、無責任で反面教師やマッチポンプ方針を

売物にするジャーナリズムなどは大いに矯正要だと思います。しかし、第四の権力として、

国民を馬鹿にし、政治家や官僚さえも脅しているものだから、誰も矯正することができな

いのですね。ネットでの自由な言論活動と、スポンサーを除けばですが … 。 
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1956 年アメリカ映画『王様と私』 

ダイヤモンドオンラインより 中国人民解放軍が“待

機”する「香港の近未来」3 つのシナリオ

https://diamond.jp/articles/-/218877 

ピグの部屋より 

2020-09-05 テーマ：支那、人類最大の敵支那人

https://ameblo.jp/deliciousicecoffee/theme-

10111319437.html 



2019 年 6 月天上界からの伝言 
 

自称慰安婦関連の日本側の遠因を思う 
 

 

◆雑メモより メッセージ集Ⅳ．慰安婦関連 

  今回の慰安婦ゲテ物裁判など、“厚か

ましく図々しい女共”がたくさん寄って、

言いたい放題。全員公娼とか──。その

訴えのユニークな人物が居て、“三才の時

に強制連行されて慰安婦にされた”とか。

クマラスワミや松井やより氏など、恥知

らずには恥知らずのスポンサーが付くの

ですね。感心します！ 

 しかも、アイリス・チャン方式、ウソ

八百の公娼の賠償金請求などを言わせて

おく、当時の外相（河野洋平）は本当に

日本の代表として看過出来ません。 

 南京大虐殺、従軍慰安婦 ── この二

人の政府代表が謝罪するものだから、英

国はＢＢＣ放送の女性アナウンサーなど、

“政府が認めて謝罪しているんだから事

実に間違いないでしょう”という言い

方！ 

 最初は左翼がデマ、中傷を海外へ触れ

歩いて、次に政府がそれを認めて関係国

とやらに謝罪して廻る ── そういった内情は、他国で判る訳が無い（それがアカ族の狙

いです！）。何の事はない“太鼓判付きのバカ”です！ ── 国益に反する事をイケシャア

シャアと反体制派と結託して海外に宣伝しているのと同じなのですから。 

 カバ外相と野中氏は、デマ宣伝の責任を取って早々に辞任すべきでした。当然のこと、

首相になど以ての外。先の大戦の英霊に顔向けのならない事を（全くのデマを）外国に宣

伝の一役を買うなんて、もってのほかです。 

 この余りにも目に余る“自称慰安婦族”の暴走は、一寸でも耳を傾ければ、際限もなく

自惚れて“金欲しや”の大合唱しかしないので、不快感が増すばかり！ 

 

◆2021 年 5 月 10 日：産経：菅首相「従軍慰安婦」の教科書記述は認めない 

<https://sankei.com/politics/news/210510/plt2105100014-n1.html> 

萩生田文科相「すでに記載している教科書は、基準に則した教科書記述に」 

※ 答弁書同様、教科書も『朝日新聞が捏造した』と明記すべき 

 



ピグの部屋 国際司法裁判所李容洙（イヨンス）の二転三転する証言 

https://ameblo.jp/deliciousicecoffee/entry-12665604873.html 

◆2014 年 11 月 27 日：産経：米政府の慰安婦問題調査で“奴隷化”の証拠発見されず 

http://www.sankei.com/world/news/141127/wor1411270003-n1.html 

 米政府がクリントン、ブッシュ両政権下で８年かけて実施したドイツと日本の戦争犯罪

の大規模な再調査で、日本の慰安婦にかかわる戦争犯罪や「女性の組織的な奴隷化」の主

張を裏づける米側の政府・軍の文書は一点も発見されなかったことが明らかとなった。戦

時の米軍は慰安婦制度を日本国内の売春制度の単なる延長とみていたという。 

 マイケル・ヨン氏は「これだけの規模の調査で何も出てこないことは『２０万人の女性

を強制連行して性的奴隷にした』という主張が虚構であることを証明した。日本側は調査

を材料に、米議会の対日非難決議や国連のクマラスワミ報告などの撤回を求めるべきだ」

と語った。 

 

 

 

 

 

 

『決定版・慰安婦の真実―

―戦場ジャーナリストが見  

抜いた中韓の大嘘  』 

2018 年 11 月 2 日

 
   

『太平洋戦争における性契約』 

アメリカ・ハーバード大学ロースクールジョ

ン・マーク・ラムザイヤー教授の論文 

2020 年 12 月、学術誌「インターナショナ

ル・レビュー・オブ・ロー・アンド・エコノミクス」

（International Review of Law and Economics）

のオンライン版（"Contracting for sex in the 

Pacific War"）と題する論文を発表した。「日

本軍慰安婦は売春婦だ」 
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