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法輪功の紹介

For Carrie Dobson, simply climb-
ing out of bed was a struggle—
much less getting dressed or 

making it through the day. Half her 
body had lost sensation.

The Pennsylvania woman’s life 
was being defined by a condition 
she had never even heard of: Lyme 
disease. For 10 years the rare, fibro-
myalgia-like disease had grown 
progressively worse, to the point of 
being crippling.

“I would have paid anything, or 
traveled anywhere, to get well. I was 
desperate,” she recalls.

But as fate would have it, Dobson’s 
solution was waiting for her in a 
local park, and it didn’t cost a cent.

At the recommendation of a Chi-
nese friend, Dobson began prac-
ticing Falun Gong. In a matter of 
weeks, she had her life back.

“Falun Gong was what did it,” 
says the 56-year old flight instructor, 
looking a decade younger than her 
years. “It’s all about improving one’s 
mind and body,” she says.

“The teachings guide you in truth-
fulness, compassion, and tolerance. 
The exercises bring in the health 
benefits.”

Today, some twelve years later, 
Dobson remains cured of Lyme dis-
ease, healthier—and happier—than 
ever.

Dramatic health 
improvements are 

anything but isolated 
What’s perhaps most remarkable 
about Dobson’s story isn’t simply 
it’s unlikelihood (Lyme disease is 
widely considered incurable), it’s 
that her story parallels that of mil-
lions of other Falun Gong adherents 
around the world.

Dobson’s recovery provides a fas-
cinating window into the health 
benefits of Falun Gong, which in 
turn helps us understand the mas-
sive popularity and growth that 
the practice saw in the 1990s as 
stories like this spread across China, 

validated by each new practitioner. 
By the mid 90s millions of Chinese 
were making Falun Gong a part of 
their daily routine.

Falun Gong became 
popular because of its 

effectiveness
“Chinese people are by nature prac-
tical,” says Zhao Ming, a native of 
Beijing, who now lives in New York.

“If something works, they’ll hear 
about it and give it a try. If it doesn’t 
work, they’ll drop it,” says Zhao, who 
witnessed Falun Gong’s growth 
in China up close, practicing it in 
the park at his university. “They’ve 
learned a lot of harsh lessons under 
communism, about blind faith in 
leaders, or ideologies. It’s made them 
more practical, more discerning.”

By the mid-90s, in most every 
park across China, Falun Gong prac-
titioners could be found perform-
ing their trademark blend of gentle, 
rhythmic qigong exercises and 
meditation.

“People found that Falun Gong 
worked, and worked well,” Zhao 
explains. 

People reported everything 
from better sleep and less stress to 
increased energy, better moods, 
better digestion, and even recovery 
from chronic diseases (like Ms. Dob-
son and her Lyme disease). 

Word of Falun Gong’s benefits 
traveled fast in China, and by 1999, 
as many as 100 million people were 
practicing. In a survey of over 12,000 
Falun Gong practitioners in Beijing, 
83.4% of respondents said they had 
recovered significantly from their 
health problems after taking up the 
practice. 

Chinese government officials 
even recognized these benefits. One 
official from the State Sports Com-
mission declared that Falun Dafa 
“can save each person 1,000 yuan in 
annual medical fees. If 100 million 
people are practicing, that’s 100 bil-
lion yuan saved per year.”

Falun Gong: A Path to Exceptional Health

4 5
health benefits health benefits

How can a simple program 
of exercise, meditation, 
and principled living 

make such a dramatic impact on 
the health of practitioners? What 
makes Falun Gong special? How 
does it work?

In the words of practitioners, 
Falun Gong works on multiple 
levels, going deeper than typical 
exercise programs or health pro-
tocols.

“It works on an energetic level,” 
says Dr. John Yang M.D., a clini-
cal psychiatrist with expertise in 
Chinese and Western medicine 
who has also studied Falun Gong. 
(See sidebar, “Kicking the Habit”)

“It’s not just about your flesh 
and blood. Falun Gong gets at the 
deeper roots of illness by having 
you improve your character and 
perspective on life. By improving 
your mental state (or upgrading 
your xinxing, as we say in Chi-
nese) your body naturally moves 
toward a healthier state of being.”

A central component of Falun 
Gong is its moral teachings, 
which complement the medita-
tive exercises. Many practitioners 
say that it is the teachings that 
make Falun Gong so impactful, 
more so even than the exercises.

The energy cultivated in Falun 
Gong has incredible healing prop-
erties, but it is entirely connected 
to one’s moral improvement. It’s 
the blend of virtuous living, of 
aligning one’s life with higher 
principles, combined with pow-
erful exercises that prove such a 
winning combination.

“It’s about more than being 
free of illness. It’s about living a 
healthy life in every way—men-
tally, physically, and spiritually,” 
says Ryan Smith, an educator 
from New Jersey.  

Truthfulness, Compassion, and 
Forbearance are more than just 
guiding principles in Falun Dafa. 
They are the nature of the uni-
verse and life. Being in harmony 
with those principles brings 
every aspect of the practitioner’s 
life into harmony with the uni-
verse.

“Nothing compares to the feel-
ing of being free of worry and 
illness,” says Robert, a graphic 
designer in Virginia. “My body 
just feels so light, and even though 
I still get stressed out sometimes, 
one session of the exercise and all 
the anxiety is gone. I’m clear, I’m 
focused, and I’m full of energy.”

Though his job as a medical doctor 
was to tell people how to live healthy 
and make good health decisions, John 
Yang just couldn’t quite practice what 
he preached.

“I was a chain smoker,” Yang recalls. 
“I smoked a pack or two of cigarettes a 
day—Chinese cigarettes. No matter how 
hard I tried, I just couldn’t quit.

”All that changed overnight, however, 
after taking up Falun Gong. “Suddenly 

cigarettes just tasted awful,” Yang says. 
“A few days after learning Falun Gong, 

out of habit I tried to smoke, and imme-
diately I felt like throwing up.” That was 
fifteen years ago, and Yang hasn’t picked 
up a cigarette since. 

“Something changed when I learned 
Falun Gong. My body didn’t want to 
smoke anymore, and I managed to quit 
just like that—without even trying, you 
could say.”

Kicking the Habit
How Falun Gong 
helped me quit 
smoking 

True Health 
Comes From 
Cultivating 
Both Mind 
and Body
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“Pretty much 
everyone in Beijing 
knew somebody 
who had tried it and 
benefitted, physically 
or psychologically.”
Zhao Ming, 
former Beijing resident

“I used to suffer from 
chronic angina and 
gastroenteritis, but 
they completely 
disappeared once I 
started practicing 
Falun Gong.”
Connie, London

“In less than six 
months, I went from 
being terminally ill 
and disabled to looking 
like a young man.” 
Practitioner from China

“Falun Dafa lifted 
my depression 
dramatically.” 
Tysan, New York

GENTLE 
MOVEMENTS: A 
group practices the 
exercises of Falun 
Gong in Taiwan, 
where tens of 
thousands of people 
practice freely 
unlike those living in 
mainland China.
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法輪功は佛法に基づく中国
古来の精神修養の功法で、

道徳を教えることと、５式の動作
から成っている。動作は独特で
心地よく、健康と体力を増進させ
る。

法輪功の中核にある理念は
真・善・忍である。
法輪功はこれらを
宇宙の基本特性と
みなしており、日々
の生活や修煉にお
ける指針としてい

る。
アジアでは、この種の精神修

養は、修煉又は自己修養と見なさ
れる。歴史においても精神修養
は多くの仏教徒と道教徒の実践
の心髄であり、古代の中国文化

において不可欠な部分であった。
専一に修煉を続けていくこと

で、法輪功の学習者は、無私無
欲になり、自覚や洞察力を備え、
内面が浄化され、真の健康とも
呼べる状態になる。究極的には、

「悟り」または「道を得る」という
精神状態へと到達する。

法輪功はボランティアによっ
て無料で教えられ、人々に健康
と幸福をもたらしている。恩恵
を受けた者はすでに100カ国で１
億人を越えている。

法輪功は法輪大法とも呼ば
れ、FalunDafa.orgのホームペー
ジから無料で書籍やビデオ、音
声資料を入手できる。各地区に
ある煉功場所の情報もホームペ
ージに掲載されている。

法輪功は
法輪大法

（ファルンダーファ）
とも呼ばれる。



精神修養を通じて、人間は普通の状態を超
越することができると古人は信じてきた。高い
次元の状態とは、比類のない喜びと知恵に溢
れ、世の苦難や幻から解放されるものと考えら
れている。

この次元に到達するためには道徳を重ん
じ、欲望を捨て、そして、体と精神を浄化させる
特別な修煉方法を必要とする。様々な学説が
出現し、異なる精神修煉法が提示された。

千年の間、これらの伝統的な教えは師から
弟子へと伝わり、アジアに広がった。多くの場
合は人里離れたところか寺院が修煉する場所
となった。

法輪功も伝統的な修煉法の一つである。

伝 統 的 な 個 人 修 煉

法輪功がもたらすメリット

・心身の向上
・ストレスと不安の緩和
・活力の増強
・健康増進
・精神的な成長と悟りを促進

ファルンゴン



法輪功の修煉とは何か？

法輪功の修煉

静かに座禅する法輪功の静功法「神通加持法」。

ファルンゴン

　法輪功を修煉することは、自身を向上させ、よ
り宇宙の特性、真・善・忍に近づき同化すること
である。
　人々は宇宙の特性に対して異なった理解を
持っており、修煉をし続けることで向上する。段
階的な「標準認識」はなく、それぞれが宇宙の
特性について自身が悟った道を歩むのである。

法輪功は修煉―心身の鍛錬
　他の修煉法とは違い、法輪功には寺院や教
会がなく、会員名簿や会費、果たさなければな
らない義務もない。全てが自分自身の理解によ
る自由な選択、自由な学習である。

法輪功の動作を練習する
　朝方に起きて座禅する人もいれば、日中の時
間を使って煉功をする人もいる。公園に集まっ

て皆と一緒に動作の練習をする人もおり、学習
者はこのように体を鍛錬する。

心を修めるため、自身を向上させる努力をする
　一方、心を修めるために、学習者は宇宙の
特性への理解を生活のあらゆる場面で実践
し、自身の思考、言葉、行動をより真・善・忍に
同化させるように努力する。自分より他人のこ
とを先に考え、不当な処遇を受けても反発せ
ず、さらに、生活の中で直面する全ての難関と
困難に対し、自分の中に目を向け、自分で責
任を持つようにする。
　この過程はシンプルに見えるが、往々にし
て難しい。しかし、学習者はこの過程で自身
を修め、向上させているため、とても有意義
な過程でもある。



　「法輪大法は私をより良い息子、夫、そして
友人になるよう知識と知恵を与えてくれまし
た。困難な環境の中でも法輪大法は私を正
しい選択に導いてくれました」

フェニックス市（米アリゾナ州）N.J.さん

5

　「私は麻薬とアルコールを簡単に断ちました。
これは至って普通の体験です。私の友人たちは
慢性関節リウマチ、慢性的な背中の痛み、そして、
他に多くの慢性病が治りました」

オタワ市（カナダ）J.P.さん

修煉体験

これらの体験に導いてくれたのが法輪功の教え
　学習者は常に法輪功の教えを勉強する。勉
強する中で新たな見地を見出し、より良い人間
に導いてくれる新たな知恵と理解を得る。
　法輪功の書籍は数十カ国語に翻訳されてい
る。本やオンライン資料、音声やビデオによるシ
リーズ化された講義など、全てが無料で入手で
きる。学習者は一人で学習することもあれば、
大勢で学習することもある。そして、互いに体験
を交流し共に成長していく。

それぞれに感動的なストーリーがある
　法輪功を学ぶ人々は生活においてポジティ
ブな変化を経験している。
　癌が全て消え、糖尿病や心臓病などの病気
から著しい回復を果たした人がいる。歩けなか
った人が歩けるようになったことも起きた。語れ

ばキリがないが、どれも信じ難いことばかりだ。
しかし、これらのことは、語ってくれた人が実際
に体験し確信したことである。
　多くの人はアルコールや薬物に興味がなくな
った。年に数回風邪を引いたり熱を出したりす
ることがなくなり、健康な生活を楽しむことがで
きた。また、生活のストレスや不安から解放され
た人もいる。

それぞれが異なる体験をする
　法輪功を修煉する人々に見られる共通点は、
人生に新たな喜びを見つけたことだ。学習者は
より健康な生活を体験し、友人や家族の間でよ
り良い関係を築くことができるようになる。
　しかし、それは難関を乗り越えなければ得ら
れない。人生のほかの価値あるものを得るのと
同じように、努力が必要なのだ。学習者が手に
入れたものは、修煉において努力した結果であ
る。
　法輪功の修煉には常に内省するプロセスが
伴う。軋轢が生じた時、学習者は他人を非難し
憤慨するより、自身の中に目を向け、軋轢の原
因を探す。そして、これらのトラブルの根底にあ
る自身の原因を認識し、それを取り除く―これ
が修煉の過程である。

　自分より他人のことを優先的に考えることが
できれば、どんな状況に置かれても穏やかでい
られる。法輪功を学ぶことによって、社会や周囲
の人々とより調和の取れる生活を送ることがで
きる。



法輪功を学ぶには

シカゴで学習者に動作を教える法輪功の創始者・李洪志氏。

FalunDafa.org

法輪功が自分に合うかどうか、まずは試してみよう！

法輪功は全て無料
　約100カ国の主要都市にある煉功場所を訪ね
てみよう。また、法輪功を学ぶために必要な全て
のものが、無料でダウンロードできる。書籍は「博
大書店」にて購入するか、世界中の図書館で借り
ることができる。
　法輪功には会員名簿はなく、入会する必要もな
い。寄付やイベントへの参加費を求められること
もない。法輪功は全ての人種、社会階級、信仰、経
済背景を持つ者が学ぶことができる。

無料教材はオンラインで入手できる
　FalunDafa.orgのサイトでは、どこでどのよう
に学ぶかについて、詳しく紹介している。また、書
籍、CD、講習会のビデオ、音楽、煉功場所などを
含む全ての情報はこの公式サイトから無料で入
手することができる。

　李洪志氏の著書『轉法
輪』は、法輪功の修煉につ
いて全面的に述べた最も
重 要な書 籍である。その
ほか、『法輪功』は初心者
向 けのもので、２ 冊 共 に
38カ国語に翻訳されてい
る。
　書籍及び動作を教える

ビデオはhttp://www.FalunDafa.org より
ダウンロードすることができる。書籍は博大
書店のウェブサイトhttp://www.hakudai.jp
から購入することもできる。



佛展千手法
体を緩やかに伸ばす動
作を通して、体全体の
脈を通じさせ、強いエネ
ルギー場を作る。

法輪樁法
４つの姿勢をそれぞれ数
分間ずつ保つ。エネルギ
ーの力を増幅させ、知恵
を高める。

貫通両極法
両手を上下する動きを通
じて、宇宙のエネルギー
を体内に取り入れて、体
を浄化する。

法輪周天法
体の前面、背面に沿ってゆ
っくりと手を動かし、エネ
ルギーを循環させ、体の良く
ない状態を正す。

神通加持法
座禅をして手印、手の
動作を行う。心身を
浄化させ、神通力と功
力を加持する。

1
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　興味のあるものから始めよう
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５式の煉功動作

動作から学ぶ
　多くの人は先に動作から学ぶことを選ぶ。
世界中の煉功場所で無料で学ぶことができ
る。公園や大学のキャンパス、またはどこかの
便利な場所で行われるのが一般的。まずは自
分の近所にある煉功場所を探してみよう。

教えから学ぶ
　一部の人は教えを先に読むことを選ぶ。こ
れも非常に良い選択である。著書『法輪功』で
は、法輪功についてダイジェストの形で紹介

している。また、著書『轉法輪』はより包括的で
詳しい内容になっている。修煉する決心をす
れば、もしかすると今まで求め続けていた答
えが見つかるかもしれない。

９日間の学習クラス
　修煉の教えと動作を共に学ぶクラスで、一
日２時間を行い、合計９日間、シリーズ化さ
れた内容を受講することができる。このクラス
は多くの国で定期的に行われている。



健康効果

法輪功はなぜ瞬く間に中国に広がったのだ
ろうか？ 効き目があるからだ。人々は健康増進
のために法輪功を学び、そして、確実にその効
果を実感した。

「中国人は本来、実践的ですから、何かに効
き目があると知れば、とにかくやってみるのです」

「そして、やってみて効果がなければ、すぐ止め
るのです」と、ニューヨークに住む北京出身の趙
明さんは話す。法輪功が中国で広まっていくこと
を肌で体験した趙さんは現在、大学のキャンパ
スで法輪功を練習している。

「中国人は共産党の下で、指導者やイデオロ
ギーへの盲信により苛酷な体験をしてきたからこ

そ、より実践的で、より的確
に選り分けられるのです」
とも話した。

90年代半ば頃、中国全
土の公園で、穏やかな音

楽に合わせて法輪功を練習する人々の姿が見
られた。

「人々は法輪功が健康に効き目があること
を知りました」と趙さんは言う。よく眠れるように
なったとか、ストレスが緩和されたとか、エネル
ギーが増強した、心が穏やかになったなどを実
感している。

法輪功は数百万人に健康をもたらした

「法輪功が人気なの
は、効果があるから」
趙明さん



ひとりのストーリー

　クリスティーさんは卵巣嚢腫に悩まされ
ていたが、法輪功を始めて間もなく妊娠し
た。娘さんは今、５歳になる。

学習者の体験

　キャリー・ドブソンさんはベッドから起
き上がることさえ難しかった。体の半分の
感覚がなく、服を着替えることも、一日や
り過ごすことも大変だった。
　感染症の一種でライム病という難病を
患って10年。病状は悪化の一途を辿り、
肢体不自由になる寸前だった。
　「いくらお金がかかっても、どこに行っ
ても治したい。私は必死にもがいていまし
た」と過去を振り返る。
　そして運が巡ってきた。地元の公園で
治療法を見つけたのだ。しかも１円もか

からずに。中国人の友人の紹介で、法輪功
という中国の伝統的な精神修煉法を知っ
たのだ。わずか数週間で、ドブソンさんは
元通りの生活を取り戻すことができた。
　「法輪功が私を変えました」と話す56歳
の彼女だが、10歳近く若く見える。「真善
忍に基づく修煉方法が、私に健康な体を
取り戻してくれたのです」
　修煉を始めて12年。ドブソンさんを悩
ませていた難病はすっかり治り、今では、
これまでになく健康的で幸せな生活を送
っている。

　法輪功が「効く」ということはすぐ
に中国全土に伝わった。学習者は瞬
く間に増え、1999年には、１億人に
まで達した。
　北京に住む1万2000以上の法輪
功学習者を対象としたアンケートで
は、83.4％の回答者が、法輪功を始
めてから健康状態が著しく向上した
と答えている。
　中国政府の幹部も法輪功の効果
を認めていた。国家体育運動委員会

（現在の国家体育総局）の高官は、
法輪功について「一人あたり、年間
1000元の医療費を節約させてい
る。１億人が学べば、毎年、1000億
元を浮かすことができる」と発言し
ていた。
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１億人を超える中国人が法輪功を学んでいた

このような大規模な場所（上図・広州市、下図・成都市）を含め、90年代半ば頃に
は中国全土に法輪功の煉功場所があった。

　法輪功は古代中国から伝わってきたが、一般に
公開されたのは1992年。中国の東北部から広まっ
た法輪功の教えは印刷物になり、その動作はさらに
多くの人を惹きつけた。
　他の気功は動作や座禅による健康効果を強調
するのに対し、法輪功は徳を修めることに重点を置
き、心身の修煉と結びつけている。これは中国伝統
文化にある価値観に戻ることであり、中国で瞬く間
に人気を博した。人から人へと広まり、法輪功は当
時、もっとも成長の速い人気の功法となった。

信念に対する迫害



逮捕、拷問
そして 殺害

　90年代半ば頃には法輪功を学ぶ人が
爆発的に増えた。中国政府の統計によれ
ば、1998年には、8000万～１億人が法輪
功を学習し、毎日数千人のペースで増え続
けていた。
　法輪功は中国と中国人に役立ったもの
の、中国共産党の指導層はその存在を恐
れていた。学習者の数が共産党の党員数
6500万を超えると、指導層の恐怖はますま
す増幅し、法輪功に対する弾圧が始まった。
　1996年、法輪功書籍の印刷が禁止され、
法輪功を批判する最初の記事が大手政府
系新聞に掲載された。98年から99年にか
けて、警察は公園での集団煉功を禁じ、法
輪功を誹謗するプロパガンダも政府系メデ
ィアで頻繁に見られるようになった。

　99年６月10日、当時の江沢民国家主席
は610弁公室を設立。この全国規模の警察
組織はすべての法律機関や政府を凌駕す
る権力が与えられ、法輪功弾圧の主要機関
として設けられた。
　99年7月20日、警察は法輪功の煉功場所
の責任者を一斉に逮捕。22日、法輪功は公
式に禁止され、全国のメディアが撲滅キャ
ンペーンを始めた。この禁止令と弾圧に法
律の根拠は一切ないものの、以来、法輪功
に対する迫害が続き、今日に至っている。迫
害により、約4000人の学習者の死亡が確
認されている。さらに、10倍以上の人が臓
器狩りにより命を落としたと推測されてい
る。数万人が不正に逮捕、監禁され、拷問を
受けている。家庭の中でも家族は学習者に
敵対するよう押し付けられ、無数の家庭が
引き裂かれた。
　なぜだろうか。理由はただ一つ。法輪功
学習者が信念を放棄することを拒否したか
らだ。
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高い人気が故に、法輪功

は中国共産党政権によっ

て槍玉に挙げられ、迫害

のターゲットとなった。
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弾圧の道具、プロパガンダ

「平和な陳情」か、「中央政府の敷地への包囲」か。共産党政権はこ
れを後者だと仕立て、法輪功への弾圧は「正義」であるという虚像を
一般市民に植えつけた。

　プロパガンダは中国共産党が法輪功を撲滅する
ために取ってきたあらゆる手段の根底にあるものだ。
数十万もの無実の者を逮捕し、拷問を加え、殺害す
るには、政府は一般市民が法輪功を忌み嫌うよう仕
向ける必要があった。法輪功を修煉する彼らの友人
や隣人、家族は危険な人物であり、同情する余地が
ないと13億の国民に信じこませる必要があった。ヒト
ラーがユダヤ人大量虐殺を行う前にも同様のステッ
プを踏んだ。
　そして1999年7月、共産党指導者は文化大革命
以来、最大規模のプロパガンダ・キャンペーンを始動
し、それに反対するすべての声や情報を遮断した。
米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは「北京はその
キャンペーンを白熱させている。市民は、古い共産主
義スタイルのプロパガンダを浴びせられている」と指
摘。国際政治評論家のひとりは「今まで見た中で、も
っとも過激で、100パーセント不当で、純然たる憎し
みによるキャンペーンだ」と法輪功迫害を批判した。
　以下は、このプロパガンダに登場した主な策略だ。

平和な陳情、「政府機関への包囲」と塗り替えられる
　1999年4月25日、約1万の学習者が北京に集ま
り、静かに陳情した。煉功の権利が法律で守られて
いることを主張し、近隣の天津市で拘束されていた
学習者らの釈放を求めた。陳情に訪れた学習者ら
は座禅し、または読書や静かに話をしていた。この
陳情は中国現代史の中で同じ規模において、もっと
も平和的なものだった。
　当時の朱鎔基首相が学習者の代表と面会し、1万
人はその日のうちに解散した。朱氏は天津市の学習
者の釈放を約束し、政府は法輪功に反対しないと

の立場を表明した。しかし、当時の江沢民国家主席
は、別の計画を企んでいた。国営メディアにこの陳
情を「中央政府の敷地への包囲だ」と報じさせ、全
面的な法輪功弾圧を展開する口実にした。

入念な捏造：天安門広場で5人焼身自殺
　2001年1月23日、北
京の天安門広場で5人
が焼身自殺をはかった
とされ 、そのわずか数
時間後、国営メディアが
自殺者は法輪功学習者
と報じた。その後の数
週間、メディアは自殺者
らの陰惨な映像を流し
続けた。一般市民が法
輪功を敵視するように
なり、学習者への暴力や迫害が著しくエスカレートし
た。
　当然、政府のストーリーに齟齬があった。その後、
多くの証拠は、この自殺は「やらせ」であることや、自
殺者が芝居していたこと、そしてこのおぞましい欺瞞
の黒幕は共産党であることを明らかにした。しかしな
がら、この事件は当局の法輪功撲滅におけるもっとも
有効な策略となり、多くの中国人は今でもこの虚言を
真実だと信じ込んでいる。
　事件の詳細や中国共産党が言い立てた焼身自殺
の「証拠」の詳しい検証については、http://jp.minghui.
org/2013/10/20/36061.html  を参照。

法輪功を起因とする
1400人の死亡説を
捏造
　1990年代、口コミで
法輪功の健康効果が伝
わり、数百万人がその効
果を体験した。国営メデ
ィアや国家体育運動委
員会などの政府機関も
法輪功の健康効果を宣
伝し、法輪功を広める役割を果たした。そのため、共
産党政府が1999年に弾圧を始める時には多くの理
由付けを必要とした。
　国営メディアはそこで、法輪功が1400人の死亡を
もたらしたと主張した。恐怖に溢れる画像や人々の
感情を刺激するストーリーを作り上げ、おびただしい
数の報道を繰り広げた。当然、政府の主張には証拠
が伴わず、第三者機関の調査も阻止された。後にこれ
らのストーリーはでっち上げられたもので、死亡した
と報じられた者は存在さえしないことが判明した。

これは多くの中国人がテレ
ビで繰り返し目にした映像
だ。人に激しく燃え移る炎
が世論を法輪功の対立面
に回した。

1999年、法輪功の書籍や
印刷物が街中で燃やされ
た。学習者は家を荒らさ
れ、嫌がらせを受けたり逮
捕されたりした。
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２週間

臓器狩り

　　　　　　世界が声を上げる

「中国政府の許
可の下 で 行 わ
れている良心の
囚人を対象とし

た、系統的で同意なしの生体
臓器狩りに関する継続的で説
得力のある報告に、欧州議会は
深い関心を示している。この中
に、信仰のために監禁された大
量の法輪功学習者が含まれて
いる」
2013年12月11日、欧州議会決
議案が通過

「我々は米国政府と
大統領に、中国での
臓器移植を調査する
よう要請し、移植の

ための法輪功学習者からの生
体臓器狩りというおぞましい
行為を阻止するすべての可能
な措置をとるよう要求した」
2014年2月26日、イリノイ州下
院議会がHR730議案を採択

「もしあなたが中国へ
行って３週間の滞在中
に肝臓移植が予定さ
れているならば、誰か
の処刑が決まっている

ことだろう…需要殺人だ」
ニューヨーク大学ランゴン医
療センター医療倫理リーダー
のアーサー・カプラン博士

臓器「ドナー」の選定
　拘束された法輪功学習者
は定期的に血液検査と身体
検査を受け、臓器ドナーとし
ての適性が調べられる

生きた臓器バンク
　血液型や細胞組織の詳
細が、国家規模の臓器狩り
データベースに登録される

刑務所と
労働教養所

病院が臓器移植
の要望を受ける

臓器移植手術が
手配される

　中国共産党による法輪功学習者への全国
規模の迫害が、学習者を臓器狩りの主要な
ターゲットにした。

病院



泥の中で美しく咲く蓮の花は、希望や幸運、試練を乗り越える
力強さの象徴だと見なされている。



世界各国における法輪功の活動

　法輪功学習者
は絵画展を開き、
音楽・舞踊やパレ
ードなど地域の各
種のイベントに参
加している。日々
内面を修めている
彼らの芸術には美

と善が溢れ、そ
れらが周
囲の人々
にも行
き 渡っ
ている。
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