沢

ギョメイギョジギゾー事件

宮

望

キヨメイギ9ジ︑なんていったって：え︑何のこと？

って思う人の方が︑今は多いかもしれない︒
だが︑ぼくなんかこのことばは死ぬまで耳から離れな
いだろう︒あげても︑ギ9メイギ9ジときいて︑反射的

に思い出すのはこんな光景だ︒

校長は一語一語確かめるように︑ゆっくりと︑そして

独特な抑揚で〝奉読；を琵ける︒︵読み間違えは︑即︑
切腹か辞職につながったという︶

この間︑生徒は私語はもちろん︑一咳ばらいひとつ許さ

れず︑式場は水を打ったような静けさ︒それはそれはな

がーい時間であった︒︵実際は︑せいぜい三分前後にす
ぎなかったのだが︶

コイネゴウ

ケ ン ケ ン フ グ ヨ i

十がツ三十ニチ

ノノトクライツー一七ンつトヲ

ナ ン ジ シ ソ ミ ン ト ト キ 一 一

・・︑ナ

﹁ チ ン

シテ

キヨジ﹂

メイジ二十三ネシ
ギョメイ

ここで再び深々と最敬礼oそして体をおこしたとたん︑

いっせいにざわめきとゴホン︑ゴホンの声︒そしてハナ

をすすりあげる音がおこる︒

四年生ごろまでは︑ギョメイキヨジとは﹁これでおし

御名御璽が︑もともとは﹁陸仁﹂という署名と︑﹁大

一己4 −

たとえば﹁紀元節﹂︑今は﹁建国記念の日﹂などと変
袈している2月日日︒授業は休みだが︑式のために登校

まい﹂という意味やろか︑と思っていた︒しかし︑修身

させられる︒式のメインは校長による﹁教育勅語奉読﹂

櫨の正面には︑こういう式の時掲げられる天皇・皇后の

からなかった︒愚妹がわかったとしても︑現実には︑御

のことらしい︑が︑御理は何だろう︒相変らず意味はわ

という漢字で書かれることを知った︒御名は何やら名前

の教科菅に勅語の全文がのっていて︑それが﹁御名御璽﹂

写真−﹁御真影﹂と称した︒その前の台上に置かれた細

長い桐の箱を転嫁上に移し︑箱の中から取出した藷物を
校長がおもむろに開く︒モーニングに白手袋ときまって

いた︒開ききって静かに目の高さに押しいただく︒この

時︑域貝生徒はいっせいに深々・ど礼をする︒これを﹁最

クー一ヲハ

名御塾は勅語奉読がおしまい︑という宣言であり︑教分

つ−ソつ−ソオ

敬礼﹂という︒そして徐々に体をおこし︑首だけうなだ

ワガ

ト タ ラ ダ ブ ル っ ト

日本帝国天皇之卸しというハンコのことである︑と知っ

間にわたる金縛りから解放されるサインにすぎなかった︒

オモーニ

ゴ ー エ シ ー 一

たのは戦後のことだ︒直接に名前を読みあげるのがオソ

シ ン コ ー

れる形になる︒
﹁チン
ジ ム ル n ト
ナリ⁝⁝﹂

％％

牙二部 葵料

レオオイので﹁御名﹂といったらしい︒天皇を現人神と

たてまつった時代ならまあ仕方ない︑といえる︒が︑敗

戦後︑神格否定した裕仁については︑もうそんなことば
は死語になったものと思っていた︒その御名御璽が︑い

ま突然﹁我は健在なるぞ﹂てな調子で姿をあらわしてき

諜詰㌦胃∴脚

＾①エート．この小包︑開封の同に︑次のことをやっ

てもらいましたか︒つまり＾ビラ＞シバ駒鼻蝕のオフ〆＞

②そこで

これは＾噛み験のオフ′＞なのです︒あ

に腰録する＜招葉の農＞−︹〇号＞〜

・ビラのように︑人に配ったりするのは︑別に違塵で

今1日頁奉迎

州IIi甑同州剛伽i同州側聞ui恥P仙剛酬I関I恥州IM脚IiiW州iI画面酬I開

う＜ビラYではありません︒

もなんでもありませんが︑＜噛み鹸＞本業の遠田には沿

カーのように︑置住など公

いません︒︵纏面にちらぼってるのま︑人が給うのは寄

．〆ニラ︑高二︵タ−︑ス

手です︒し∴∴子

ターサブは﹁纏耀毛氏名不離﹂の﹁畦妃罪塗しとか﹁広

共鯛飯照に嶋村・展示はしないで下さい︒︵このごろ︑

：ご盤壌●暮雪：H墨タこ●難的糠こ●：押葉＝くど●寓．く；t㌢嘗●ここ雷：！1鰍岬ミニ葛

たので︑ぼくはぶったまげている︒

大阪市阿倍野区他町︵といえば天王寺訳にはど近いと
ころだが︶の市営住宅に住む向井孝さんの寮に︑年の瀬
も押しせまった12月妨日︑突然二十名ほどの警察官がや

ってきて家宅捜査をした︒﹁被疑者不詳に対する御名御

場命日と関係がち章つとでもあると思う若き︵あなたに

告を集合﹂違反の﹁失調審﹂の寄瞳ということで︑その

費えが全くなくても︑又他人でも︶鋤簾に︑ガザなど平

●ではこの＜噛み越のオフ′＞のあ分力法は︑たゞ食

気でやってきます︒ご用命︶

︵めずしも人逼りが多くなくても︑議了の甘地でもこエ

だ︑です・とかたまりにして︑あちこちへ捨てて歩く︒

ソです︶−iたとえは．初鰭での人ごみで︑足能にそう

し露みつけ︑破り︑溝まみれにして︑何のビラかあから

と百技ほど葉とす︒それと次書に︑重石大の月がけちら

たとえばお年玉袋に入れたり︑書類封筒に何枚か入れ

ぬゴ︐﹁にしてしまう︒

ともかく︑一慎一披まいたり︑放したりで広く︑一回

てあちこちへ精しでおく︒又結合宝に置き忘れる︒

一ケ噺どさっとまとめて︑如披−畑牧︑かためて︑あっ

さり捨てて下さい︒人が気付いて給−．て見るもよし︑噛

し・それがそれぞれの叢東がある・′わけです︒−eO曾I

まれよご打てゴ！になってちらもり︑寄付かれずともよ

またまた︑いかにも向井はんらしい︑おもろいことを

国腰随喜雪

璽偽造枝魔弾件﹂に関してである︒ぼくがこのことを知
ったのは12月00日に向井さんから届いた﹁緊急報告﹂に
よってだった︒﹁えっ︑もうガサイレn⁚21面相密件で

はあんなにスカタソぽっかりやってる大阪府警︵向井さ

んにいあせれば大逆不敬︶にしては︑何と手まめしのい
いこと︑しかもこの年末の忙しいときに﹂と呆れるやら

感心するやら︒

実はその前日︑都厚い封書がきて︑封を切ると中から
ばっと白姪ならぬありがた−い﹁御真影﹂が出てきた︒

︵写真のものがそれ︒B6版で裏表に印刷されている︶
すこし前から﹁ちょっとおもしろいいたずら遊び﹂をし
たい人は申し出てください︑とよぴかけていたのはこの

ことかいな︑とはじめて納得︒同封されている文台には
こうあった︒

：霊＝ ●薯暮雪で；誓ご●葺く＝「：揖iお＝ざi勝瑞雷＝＝i溝i雪＝雪ヂ義賞．；irSr一：調：嵩こ．

そもそも向井孝という人を︑ぼくが知ったのは︵何度

皇が署名をしている場面が出て︑そのあとハンコを押す

も︑すこし前にNHKTVの﹁皇居﹂という番組で︑天

ことばがあるなんて︑こんどはじめて知った︒︵もっと

か﹁さら﹂に書いてきたが︶九年前︑天皇在位五十年に

ところも見せていたが︑その人の居蕾が﹁御璽課長︵7・︶﹂

考えつかはったもんや︒

からんで︑これを批判したステッカーをある大学構内に

しかし︑条文があったって︑めったらやったら行使し

とか出ていて︑へえ︑と思ったことがあったっけ︶

ていいわけのものではない︒お遊びで﹁裕仁﹂の署名と

→

不法に貼付した﹁氏名不詳の容疑者﹂の軽犯罪法違反事

かけ︒以来︑この問題のステッカーをはじめ︑いろいろ

件の共謀者として家宅捜索を受けた − そのことがきっ

ハンコを摸写したビラをつくっただけでは︑この条文を

ない︒大逆不敬は︑いったい何を考えて向井さんの家︵と

どうほじくりかえしてみたところで︑ひっかかるあけは

おもろい作品を送って頂いている︒

nPMなどでよく放送される例のものを想像する方もお

もう一ヶ所︑堺市の戸田るり子さん宅︶に踏みこんでき

︵というと

ありかも知れないが︑さにあらず︶だといえよう︒前の

たのか︒二人の名前で大阪地方裁判所令状都︑大阪府警

要するにこれは知的な﹁大人のおもちゃ﹂

ステッカーだってそうだ︒それでもこのときは強引なが

察本部警備第一課長に宛てられた抗議文の中の﹁抗議の
趣旨﹂を読んでみよう︒

①﹁鶴亀験ビラ﹂安物を一見してもわふるように︑田

﹁ぽんもののようにみせかけ﹂﹁不正に使用﹂などとい

鶴とされるものは︑意匠としての一国分で︑鋤名網事を

の亀遁﹂とするのは．あま︐にも董引か︑ある憲国をも

うものではないのは万人が瞥青する︒それを﹁勧名賀宴

②この隔摂関泉そのものにも閉篭があるが︑それはさ

った﹁こじつけ﹂である︒

ておき︑事体のごとき﹁こじつけ着用﹂は︑−細かつ顔

色な裏法違反であり︑この令状を尭宿した鍬同書の〃重

た薯︑裏毛簾蓋と持直に錐事したものは︑公簿員の相生

違反の行亀はさらに取潤されねはならず︑令状を刷まし

遵守の農機と忘失したものとして蝉越されねは展ら広い︒

−

︵意匪違反というの−書︑﹁ある意固さもったこじつけ﹂

⑩事停ま宅義経及び＾膿み験ビラ＞の多重の持蚊は︑

を僧TLすなわち

峨部の不敬部と同僚の︑要は︑﹁天白に触れる89や衰

篭壷

一一 四音容

ら﹁不法貼付﹂という行動にかけられた容嬢だ︒
また三年前には︑原発建設反対運動の一つとして．ハロ
ティ一万円札をばらまいたことで﹁紙幣模造﹂の疑いで

家宅捜査を受けている︒どちらの場合も結局はうやむや︒
に終わっているが︑いずれにしろ．行動〟がともなって

いた︒ところが今度は貼ったわけでもない︑ばらまいた
わけでもない︒ただつくっただけである︒それで﹁御名

行使ノ目的ヲ以テ御選︑国愛又ハ御

御璽偽造﹂とはI−t
刑法百六十四条

名ヲ偽造シタル宕ハ二年以上ノ有朋懲役二処ス
②御璽︑国璽又ハ御名ヲ不正−一使用シ又ハ偽造シタル

御謹︑国璽叉ハ御名ヲ使用シタル老亦同シ

こんな条文が︑それも御名御詔なんぞという大時代な

W開聞州Ii刑潮間脚I日脚I帥i刷り開脚州州問ImI剛酬皿仰伽ii間用州間剛JW（日脚

庭である︒また −
④筆法絡14象は︑国民は詮の下で♀尊で︑社会的︑敬
糖的亀住︑豪儀により蓋創されず︑文章廉︑意義の録簾

は履けないとしているが︑事件強圧が豊田するものは︑
した裏書蓋劇後遺と︑機能以上の体調へとおしすゝめる

真裏をいよいよ﹁館意牲﹂的なものとし︑天重き頃上と

峰子の櫨絶反動を裏書に代弁している︒
eそのよう心意臼︑及び競◆の︑Xプーままちされず
賃静ま農をさせ︑︳スブ〜重壷つくり出している＜豪農

ブー▲Vの具病に曽して︑年俸＾噛み継ぐ Vは重刷の

り︑いかにこじつけようとも︑﹁農名細萱のe蓋し虚ど

おもしろおかしさき以て一失育種じようとするものであ

とは全く篤農である︒

④年俸∧絡み蝕ビラVは︑もともと美章を青書に震う
立場のもとに︑一人の人間 − 公民天童に粛しての︑メ

pティによる文学的表現︑調蓋の活動に外ならない．こ

懸念しているところだ︒

今年が﹁昭和00年﹂ということでマスコ・︑︑はいやに張

切っている︒まず週刊誌がしきりに天皇・皇隷特集をや

っている︒まず年末に﹁週刊朝日﹂が﹁天皇と昭和の00

年﹂という増刊号︵12月柳日付︶を出した︒続いて﹁女

牲セブン﹂1月3・10日号に﹁昭和の歴史＜思い出アル

・ハム＞天皇ご一家の00年﹂ ︵1．へージ︶︑﹁美智子妃殿

下の﹃官さまかたのご教育﹄と﹃装い﹄秘話特別公開﹂

︵6ページ︶ ﹁天皇陛下の心あたたまるお一言糞﹂ ︵4．へ

ージ︶を掲載︒﹁週刊女性自身﹂の1月17円号にも﹁皇室

愛の写真00年史﹂がのった︒どれもこれも手放しの天皇

・皇室礼讃のものばかり︒

ついでにいっておくが﹁昭和00年﹂を扱った記部や放

送番組で︑しきりに﹁昭和が還暦を迎えた﹂という表現

をしているが︑これはおかしい︒昭和元年は前号に萬い

さんが＜踏み絵ビラVを捨てるのを見届けて．現行犯逮

向井さんを非人にするためなら︑警察は︑むしろ向井

均寿命ではそうでもないが︵ぼくも来年が還暦︑つまり

干支がふたたび丙寅︒これで還暦となるわけだ︒今の平

まわりして元に戻るのは六十一年目の昭和61年︑来年の

￣ 7 −

のような錘筋の否定は︑国民−人−人の暮春的入籍が︑

る○

天℡鯛及び︑その教億に十二で糠被されること合意募す

⑦以上の筋項とも含めて︑事体の義正は︑鼠競・合旬︑

うな﹁〇一ウイ天畠﹂をつくり出すことそのものが︑B震

挺臓の自由に婦する倍大a儀容である︒と共に︑このよ

幅仰・疲糠の自由と煤塵する富農として尊重するもCで

捕．する方がまだしもいいわけが立つたであろうに︒そ

昭和の元号と同じだが︶昔なら満00歳になる︑というの

たように癌年︒菱は両賞︵ひのーえ・とら︶：﹂れが一

れを却前に＜踏み絵ビラ＞ ︵約二一千枚とか︶を押収して

はかなりの長寿ということでお祝いしたのである︒昭和

へ引用鴫︶

しまったのは︑条文は何でもいい︑このビラを捨ててま

という時代が還暦を迎えたところで︵史上初めてのこと

ある︒

ねること自体を阻止したかったのであろう︒まったくめ

とはいえ︶別にどうということはない︒むしろかくも長

年一人の天皇が在位することは困ったことといった万が

ちゃくちゃな話だo

⑤に指摘されている＜天皇ブームVの風潮は︑ぱくも

開聞iiI剛開脚間順i間l脚II開聞胴囲I開梱ii剛iIil洲II開聞潮間l剛潮間l潮間剛剛I

もしろくない︒まして︑間違って一年早く還暦だなんて

いい︒それを何かお祝いごとのように思わせるのは︑お

年の碁に出した︒ここで九年前の︒罪滅ぼし〟をした︑

ち重︑礼讃一色でと︑それも他誌より一足先にと︑前の

の攻嬰がさかんなのだが︶昭和00年にあたっては︑いっ

いずれにしろ年初早々からこんなマスつ・︑︑状況だ︒そ

と考えることはできないか︒

掻きたてるのは︑何かもくろみがありそうで気色もろい︒

さて︑週刊誌の中で別冊特集した朝日だが︑九年前の
在位五十年の時には︑﹁アサヒグラフ﹂が天皇﹃昭和の

それには︑どんなに小さな試みであれ︑天皇をからか

れに天皇Ⅹデーも確実に近づいている︒天皇讃美の註部

装をした写真をたくさんのせ︑かつて天皇が軍隊の頂上

いの対象にするようなものは︑阻止せねばならぬ︒﹁ご

50年﹄と︑やはり増刊を出した︒この時の表鋲が︑戦前

にいたことを強く印象づける︒記事では松本清張と色川

真影﹂が踏みつけにされるような不達な計画は︑こちら

や放送番組が目立って多くなるに違いない︒

大書の対談で昭和天皇の功罪をさらけ出している︒出色

が先に疎みつけにしておく必要があるiI大逆不敬の真

の天皇皇后のいあゆるご真影︒天皇は軍服姿︒中にも革

なのは前号に紹介した皇室の系図︑特に明治天皇の子ど

意は︑そこにあったのだろう︒

この褒件は︑地元大阪でも新聞にも出なかったろうし

今後も︑すくなくともマスつ・・︑には報道されることはな

かろう︒なればこそ︑ぼくとしてはどうしても雷かざる

を得なかった︒取あえず︑今まで手にはいった資料だけ

一九八五年一月一千六日先行

で︑〟第一報〟ということにしておこう︒

き∴ら∴柳∴号

− 68 −

もを全部︑生母の名前をつけて掲載したことである︒こ
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初詣の人の多い関西屈指の某神社︒拝殿の両脇に﹁奉祝︑天皇陛下
御即位六十周年﹂と大書した看板がたてかけてあった︒今年の初詣は︑

明治神宮をトップとして戦後最高の人出であったという︒若い人たち
は本尊が何様であろうとおかまいなしだろうけど︑トップが明治神宮
とは気になる︒

昨年のくれ二十七日︑大阪阿倍野区の向井孝氏宅など三か所を大阪

府警が家宅捜索を行った︒容疑は︑﹁WRI︵戦争抵抗者インター日
本部︶ の構成員および同謁者が︑十二月中旬ごろ謀議の上︑天皇写真

入りビラに天皇硲仁の御名御璽を転写印刷し︑不特定多数のものに
﹁踏み絵﹂として配布しようとしたもの﹂で︑御璽等偽造不正使用︵刑
法一六四条違反︶ に当るとするものだった︒

向井氏によれば︑初詣の人ごみにまざれて﹁ちょっとした︑たあい
のないあそびをやろう﹂といったものであった︒その後︑氏の発行す

る︑︑︑ニコ︑︑︑の読者など︑全国各地から︑﹁ビラ落し﹂体験が寄せられ
ている︒当局は見つけ次第逮捕⁝⁝といっていたらしいが︑実際には
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ビラなどの︐予防検束〟にとどめ︑ヤ︑︑︑からセ︑︑︑にはうむろうという
というところのようである︒
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それにつけても今回の事件で思い詰こすのは︑七六年天皇在位五〇
年キャンペーンの中での﹁天皇ステッカー事件﹂である︒

〝被疑者不詳︐が大学構内に侵入し︵建造物侵入︶天皇批判のステ
ッヵーを貼った︵軽犯罪法違反︶というもので︑．不詳〟と共謀して︑

ステッカーを製作配布した容疑で︑のべ五〇名の警官が︑前記向井氏

宅を始め︑六か所を家宅捜索した︒そして私の家も﹁共謀した﹂反戦
グループの事務所として捜索をうけたのだった︒この時の押収品もス

テッカーなどで︑翌年十月の在位五〇年式典に至る期間︑″予防拘禁〟
されたわけだった︒
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﹁砲火止み初めて人間の声を出し﹂などの川柳入りのもの︒天皇写真

入りで﹁この顧みたら一一〇番︑罪状永久戦犯︑アジア人民大量虐殺﹂
とした手配風のもの︒その他︑菊の紋章に︑呪︑忌︑怨などの文字を
あしらったものなどたった︒
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がある︒結局新憲法公布︑大赦令︑刑法七四条等の削除などの状況の
中で免訴となったが︑この詔書パロディも正当な政治批判と認められ
ず︑完全無罪には至らなかった︒この判決のあいまいさは︑新憲法に
おける天皇の地位のあいまいさでもあり︑それが今日に至るも︑手を

かーえ品をかえた形で﹁不敬罪﹂を生かし続けさせているもとでもある︒
戦前のように日記に書いたことでも︑不敬と判断されれば同罪が成立

する︑といった状況は今日にはない︒しかし︑国民主権︑思想表現の
自由を明記した憲法のもとでいせん陰湿に取締りが強化されつつある
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