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離日えで語
るo大阪の向井孝さん︵大阪市阿倍野区旭町一−六︑一〜二二一

一回目速読し︑二回目はゆっくり諸説いたしtIしたo

とあニッ主した︒あ二も／と思い︑すぐ全文を拝読しました〇

よかったなあ〃⁚

としみじみ思いも−した︒向井さんは1イズム通信﹂の2月28

日号で︑準抗告棄却ののち1すぐタイ木があるやろ﹂との弁護

士の予想を書いておられたでしょ︒だからネ▼なにはともあれ

王だ寒いし︑プチ込まれたら︑けっこう身ほこたえろでしょ︒

だから︑まずよがったなアというのが正直な︑最初の感想でし

〇七︶から﹁御名御璽事件﹂で勝ったとの連絡を受け︑すぐ浦

和拘置所在の竹本信私さん︵ペンネーム滝田修︑自衛隊朝霧事

た︒向井さんは︑テンノーを問題にするきっかけをつかむため

﹁三月五日︑天皇のゴ︑︑＼蛭絵ビラ事件は完全に麗刺した︒大

件で埼玉県警のデプチ上げを訴え公判中︶ 作電報を打った︒

し殻もサルものヒプカタものデ︑いくらなんでも︑こんをブの

に︑むしろタイ木を望んであられたフシがらったけどネ︒しか

す雪︒殻は愉快じゃ会いのだから︑こっちは愉快痛快壮快です

で︑ツ．ハやショウペンかけて太いはよろしいのでしょ︒愉快で

だってをの手のゴミを大量に印刷して︑．ハラセ︽いて︑フンヅク

うことですネ︒これはやっぱり一大きた得点といえるのでしょ︒

いうことですネ︒ゴ︑︑︑ほしでステテ︑フンヅケてよろしいとい

痛になってますtAノほ︑ゴ・︑︑ハステヨ︑テンノーモステ∋︑と

ということでしょう︒ということはしかし︑千代丸さんがご揺

うマケですものネ︒K祭のメンツをツブした方が叢書が少ない

ンすること自体が敵としては不愉快きわ去りたいし︑それでも

ンノーをゴ︑・︑乾してフンヅケルのかよいとかわらいとか︑キロ

わるいケンカは貝うに買えをかったのでしょうネoだぅて︑テ

阪地裁は︑御名御璽偽造事件の準抗告申立てに対し︑向昇華さ

んの主張を全面的K認め︑差押えの令状発付も披柔︑押収の全
ての処分は違法︑との決定をしたoこれで大阪府警は完全は負

けた︑負けた︒ブラボー︒大阪地裁刑事四部の判事白く︑
これはビラに過ぎないo一見して−−セモノだ︒韓も本物の御

名御堅陣とは思わぬ︒よって偽造罪は成立せぬ − と︒
ゴ・︑︑は拾てふ︑天皇とーロとトも捨てよ︑と裁判所が応姦した

面白い判決だ︒詳しくはらとで ー入梅を守る会︑千代丸﹂
発信些−一月十二日午前六時前o二日後K竹本さんからの返信O

びっくりしました．︒係官が〝テン

﹁長文の電報をありがとうございます︒よがったですねえ／﹂
朝九時頃だったかしらで

ポー〟と言って配達してくれたんですが︑ドキジとしましたo

︵竹本信弘さんは浦和市高砂3・16・軸も

このあと私は﹁天皇はゴ︑︑＼詮でよ﹂のーニースを知人や記者︑

つ︑まったく／︵嗜︶

ポーは来るはずないし⁝・・と思い至してネ︑そいて大急ぎで電

弁護士たちにどんどん送った︒1千代丸霜田﹂も添えてo

父も母も兄も死んで︑蔑ろは姉だけだけど︑鮪が死んでもテン

文の最後をみたんです︒と︑．シンクンヲマモルカィ︑チヨマル
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童高ゴミ︑捨てよしと詑遼
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「押収処分」取消す

大腰櫨織が決定

のでい玉突患

○︵をよじ蔦︒不正鍵田r

憲法 ハ国籍の﹁○

持蚊し一石︒

徹や卸裳1んの8人鴫などを

皇薯重刷断︑露人空母宝
玉嬰g皇国遍．ヽビ2−手

肩書は師雪・一−月二十七日︑

の窮を持回︒ところが大田

を込め︑正月定日にこのビラ

化している天〃重縁害意農

卸業きんは鍬︑Lgにタブー

がつづられている︒

ロディー重の﹁めいきっ支﹂

青年を遭えて国民に遭ったパ

した

輸馨−・向井章さん実自粛顕僧

このビラは大境照の観良案

萎縮壱下しー写

よう縛めたビラの魅調種の寄

は六日︑機取運分厚足○調†

した闘回についでヽ大境地震

鵬布する筒に章車検東で岬収

畳替面しき一種類のビラを

大阪高書が昨年丁一方︑実

i天℡料ビラ事件i

実亀の名と幽○○﹁轡健のβ
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1日1こ並んで一枝も官員
とLe＞﹂に0ご﹂可︒

しかも馬頭を︑優々自
在小室こ手廿損に固ま毛︑
常々爺として忠犬慨天領と
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＜踏み絵ビラ＞闘争報告

ず﹁違法捜索である﹂と大坂地裁に申し立て
て反撃︒この準抗告に対する決定が︑差押処
分の取消となった次第である︒
詳しい経過については︑﹁イオム通信﹂︵向
井孝・発行 大阪市阿倍野区旭町1の6の1

Lリめり櫨db−

りとして︑向井宅など五ヶ所を家宅捜索し︑
ビラその他を押収︒向井さんたちは︑すかさ

えらく読み方の難しい罪名が登場して︑奇
異の感じをもたされたが︑大阪の＜踏み絵ビ
ラVに対する差押処分取消の決定が︑三月五
日に大阪地裁においてなされた︒
御名御ジ偽造︑御名はギョメイと読むが︑
これは刑法 ハ四条の御名御ジ偽造︑不正使

御感偽造」で家宅複蒸され，ビラを押収されて．準抗告中
であったが，3月5日，大阪簡裁と大阪府欝の行為は遮法
だと大阪地裁で判決が出た。

の1307︶を読んで下さい︒

用罪にもとづいている︒要は︑天皇・国家の
署名や印鑑を偽造・使用することを禁止した
法律で︑﹁二年以上の有期懲役に処す﹂とあ
るから重罪である︒
昨年暮に︑向井さんたちが＜踏み絵ビラV

なお︑パンフ＾君は踏み絵をどう踏んだか
−踏み絵足あと集Vといった記録をまとめる
予定とのことである︒いたずらあそびの呼び
かけ︑ビラつくり︑発送︑ガザ︑準抗告︑今
回の行動の記録のはかに反響︑投容などを収
録する予定︒一冊カンパとして千円︒申し込
みは＝ウリジャパンまで︵振替︑大阪一−三
二七三七を利用︶

Aml005
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を元旦から三日にかけて全国多発的にまき散
らそうと呼びかけた︒そのビラを受けとり見
た人も多いだろう︒
ところが︑昨年来︑全国的に勇名を馳せて

⑳
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。向井孝さん昨年末に天皇制批判のビラを作の「御名
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名御重部分が不真正であることは一見して明
白であり︑偽造罪が成立する余地はない︒V
へ詞的︶︑として︑﹁本草捜索差押許可快さ発

等が記載され︑鶏常人の合理的絹断の下で御

れはゴ・・︑です給ってはいけません﹂との文言

るよら

の決定がひっくりかえっては︑という弁慶士

てしまったからだ︒というあげで︑せっかく

みに論点をしぼり︑これが天皇制をめぐる表
現の自由への侵害だ︑という違憲判断は避け

門前払い︒又︑判決は偽造罪の成立の要件の

発付そのものの取消は﹁実益がない﹂として

というのは︑差押処分は取消されたが︑令状

砿文章や裕仁天皇の黒もく写真︑﹁こ

付したのは違法でもり︑したがってこの違法

二九号の﹁表現弾圧緊急顔色﹂ で︑﹁踏み
絵ビラ﹂に対する﹁御名御重偽造﹂へ刑法 ハ
四条︶容疑での家宅捜索とビラ押収という弾
出せずにいる同仁状況が大きく動いている︒
同母で譲﹁︵重病によって︶裁判になって︑飼

圧ま報告したが︑﹁年鑑﹂作成で﹁鬼信−重

えば証人・裕仁の呼び出しをめぐってもめる

の心配を押し切って︑最高裁に特別抗告を申
立．同時に︑﹁国家賠償請求﹂を提訴した︒

法であり︑取消を免れない﹂という決定︒

なお︑前号でも﹁網遁管制・自

それを横目に︑﹁救援○○リベー

いか︑判決援いっせいに織過しを︒

が︑司法のお墨付きをもらったせ

主規制か﹂と指摘したマスコミだ

／
目

く︒向井さんたちの面目躍如とい
ぅとこーるで︑今後も成り行きに注

り出した彼らの闘いはまだまだ焼

う﹁おもしろおかしい﹂ビラを作

捨てられてしまうことによって表見するとい

萱綻ば盛挙整調し

サツ㌣克シト1︑夢l

曲名勧善転塾芭ラ轟

表現弾圧緊急報告 − その後

準抗告申立俊の﹁イオム通信二八九号︵二

な許可状に基づーく⁝⁝本件差押処分もまた違

のか︑−注目﹂と書いたのだが︑舞台は同じ裁
判所でも︒向井さんたちはよる準抗告勝利と
いう予想かかか争む優遇をたどった︒
ガザ入れの二日後の二一月二九

日︑大阪地裁に館抗告申立︒その
遮音破＾本件ビラは昨今のマスコ
ミ等が作り出している天皇ブーム
かしきをもって一矢を投じようと

の風潮に対し︑風刺のおもしろ総
するもので︑御名御題節分は．ハロ
ティによる文学的表現の一部に過
ぎず︑真正の御名御璽と誤信させ

↓﹁イオム漣唐−二九〇号より

オサカブゲイ︶

といっても︑一〇〇％の完全勝利ではない︒

さん︑あん童ごり可愛想﹂と相

通信号外︵一二月八日付︶﹂では︑﹁エニッ︑ウ
ッソー︑ホソトー﹂ ﹁これでは大逆不敬へオ

れたものもある︒

室旦って︑繊告だけでなく紙上前輪が行なも

圏

弾圧寄鍋告し︑﹁社会タイムスーのように数号

PL﹁新地平−﹁消すな／あれらの表撹・連

なった︒Iちなみに︑搾取品は後日︑ま崇敬

絡会議−ニースー等︑緩々な・・︑−−さ・・︑がこの

る可鮭蜂はなく︑偽造とはおよそ
いい得ないたちかかもらず︑令状を先付1捜
索を行なったのは︑天皇の備権的地位宣教叱
しようとする不当な解釈で違法・違憲であり︑
又︑配布的に押収したことは︑天皇に関する
富強や表現は一切許さないとする予防榛東的
弾圧であって︑憲法の保障する思想・信仰・
表現の自由に対する侵害であるVへ﹁イオム

が持参したそうだ︒

月−三へ日付︶﹂では︑向井さん自身が﹁どんな

通信−より要約︶というもの︒

理由で棄却してくるか／ ㊨の話では︑その
決定を根拠に︑すぐタイ水があるやらとの予
想﹂と合いていたが︑思いが廿ゐ勝利で︑﹁同

三月五日の網決では︑＾本件ビラは完全は
印劇物であり︑天皇若しくは天皇制を練捺す
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褒賞に天魔の響き書名︑日

ば︑前人愛国壇久着種を二

串と羊定の整合請珂−醍−

された大飯静粛の翰人らが︑
﹁●選は肖たら繕い﹂と︑震

瞳﹂との判望三爾恵庭そし 巧重電士官︑掬分室凝
た．ただ持嫁への賀田申し立て り︑知人ら的五百人に郵適し

ていた章奮−に響．大阪禁 ビiされている．哀日義よ
ると︑天意ブームの農相に対す
はこのほど︑全室帰室亜・
毒し狸︵え弧分をい意﹁選 る 爵 と し 言 う 電 撃 精

脇分のすべて逼り病や一乗め はいの要事とはγ房文事録ゴ

モ種に基づく飯質・差し掃き大 章︑﹁これはゴミです．拾って

人︒調きのビラは嘘が事大で︑

禦・讐︶押さえ命状の種村と︑

雷︑ピ薯壊

真書の 各−南重々コ︺†し としで︑重し墾墓誌奮ぢ
てビラはセ＋鐙府鱒は﹁暮 持すはら︶めた．禽鞠雷による
色挺量︵きょめい雪辱英霊 金捻坂寄趣−一望一高足され
の夢誓自重︶﹂農遠で蒙 たケースは玲しい．

諮違天皇署名コピービラ

捜＿ 索 ∠ゝ 19 状 発 付 は

は容的ほ＊克ていない﹂など た︑とい亀
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① 封筒の山 積んで崩して 年の暮
▼12月26日︒薄曇り︒寒︒

おいちゃんがあんなに発送をいそいたんはムシが知ら

せたんやろか︒
﹁さっき︑エレベーター出たとこですれちごた男︑な

んや私服くさかった︒この〝イオム通信〟遠いとこは今

夜中︑大阪近辺はあす朝早よう︑全部出しときたいんや﹂
それで夕方ちょっと顔出したオカモソチャンとハラサ
ンも︑とうとう泊り込み︒

ひるま印刷した〝イオム獅号〟に︑︵踏み絵ビラ︶ 00

枝はど同封しての︑〝お年玉号〟発送作業でエライこっ
ちゃった︒

−おかげでうちらは夕食抜き︑そばへ寄っても相手に
してくれへんし︑どの部屋も封筒の山で︑おるとこがあ
れへん−

やっと明け方︑紙袋に四つ︑みんながポストへ入れに

いって︑残りの大阪近辺分も︑すぐ朝に出せるよう片付
け
て
︑
﹁うわぁ終った︒さあねよ︒明日からのんびりお正月
気分やL
I示うたんが︑もう四時半やった︒

② 間一髪 ガサ来て帰りし 寒さかな
▼12月27日︒暗︒乗︒

﹁おいちゃん︑もう起きてェな︒ふうさんオカモソチ

ャンはつとめにいったし︑ハラサンもいま掃ったで：

ちらまだ朝こはんたぺてェへんのや﹂

鼻こすりつけたり︑首すじに乗っかったり一して︑やっ

それでどうやらオナカもふくれたし︑やぐらゴタツの

とおいちゃんを起したんが日時すぎ︒

スイッチを入れてもろたんで︑きっそくうちらはもぐり
こんで︑ひるねうとうと⁚・︒

と︑何やち入口の外で人声がして︑それからエライ早
口でぼそぼそよみあげてる︒

﹃ および同調者が謀議の上︑天皇ヒロヒトの御名

御璽をハガキ大のビラに顔写真入りで転写印刷し︑

たものである ﹄−

不特定多数の者に〝踏み絵〟として配布しまうとし

声がとだえだと思うたら︑もうどかどか︑部屋の中へ

﹁グリコや︑年末警戒や云うで忙しいとこエライご苦

五〜六人のお客さんがはいってきた︒

労さんや︒ま︑そう突っ立ってんと︑コタツへでも足入﹀一

九なはれ︒あー寒む﹂

おいちゃんは︑上掛けのしわをパタパタのばしてから︑

コタツへ自分も足づっこんで来たんやけど︑なんや︑な

んや︑その足と一しょにごそっと紙袋など一はい押し込

んで︑その上にまた足をのっけて知らん顔︒

で：つちらコタツから押し出されてしもてと・ナしよう
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もあらへん︒入れ代りに顔を出して︑三匹そろってぐう
っと大せのぴ︒

−というわけで︑それから夕方の四時までお客さんた
ち︑部屋を出たりはいったり︑うちらの行くさきざさで
棚をのぞいたり︑本をパラパラめくってたりしとって︑

ほんまにじゃまやった︒

﹁これ︑なかなか重罪でっせ︒刑法蛸条は15年以下2

年以上︒鳳条やったら無期懲役﹂
﹁そんなこじつけ通るかいナ︒あべこべに〝御名御塾〟

やてアリガターイ名つけてくれたよって︑おかげで大宣

伝できるワ﹂
そんな強がり云うておいちゃん︑ほんまに大丈夫かい
ナ︒うちらどないなるのん︒

③ 冬晴れや ねこの足跡 ビラの上に
▼終年1月2日︒快晴︒無風︒
弁護士さんが﹁3日ごろまでにタイホがあるやろ﹂ 云

ぅたんで︑お正月いうのに冷蔵庫が空っぽ︒
そしたち今日はお昼まえから一人二人︑十何人もが

﹁オノアトサン︒まだ居るん？﹂云うで︑みんな料理持
参でやってきた︒

それで︑全国一せい踏み絵ばらまき共同行動祝賀新年
大宴会−
おいちゃんか︑﹁きょうの主賓はチビとハチとテンや﹂

いうで︑サブトンの上にうちらをムリヤリ坐らせて︑前
にならんだ五つ六つならんだお皿のナチソ〜︑ぎょうは

何つまみ喰いしてもかめへんわんて︒

mm．一億°調．購調子物mmIi筒mmm−
mI．基1，㌦m…．一・億，．m

と︑パチパテ拍手︒おいちゃんが何やら紙をひろげで

読みあげる−

表影状

チビどの︒ハチビの：ナンどの︒

あなた方は・84年12月27日︑大逆不敬のおいちゃん

宅家宅捜索に際し︑例えば捜査員が中腰になり︑棚

から資料など取り出そうとするや︑恰好の踏み台と

ばかりひょいと背中飛びのり︑あるいは肩に跳壊し

て︑ふりおとされそうになれば更に頭上に昇って顔

に抱きつくなど︑さしもの男どもがただただ驚借し︑

奇声をあげるはかなく︑ひたすらおいちゃんに抱き

し
た
︒

とってもらう以外︑手も足も出させぬ活躍をされま

そのあなた方の︑俊敏軽妙を反権力的行動に対して

込んでありますなぁ﹂と思わず感嘆︑おいちゃんも

男どもも異口同音︑﹁さすがにお宅のねこ︑よぅ仕

大いに面目をほどこした次第です︒

よって本日︑ここに表彰状をつくり︑日夜壁に掲げ

と︑おいちゃんより−

て親愛の記念とします︒一月二日−同居人向井孝こ

冗談やおもたら︑あまりおいちゃんが大マジメなので︑

−ユニ人 トス一貫奮モ

おなかが一ばいになったら：フちら日なたぼっこか一

なんやテレくそうなって中途でベランダへ逃げ出した︒

番
や
︒

匪匹出世旧

▼びっしりつまって諦みにくいレイアウトが気に入らず︑ずつっけ本番句風和

治壁トか才か︑全く選々こして塵︷昏かっ富・こんなに孝明どゑけら︑ほじのか

ちゃり遺しす魯よかっ巨と・い電後任とモめい許が塾ます︒

▼読むのか長愛往ク︑パ︻﹁パラめくフて本棚にほう‖食べで希いてる弓なげよ

い︒﹂かレLC富綬ふと︑楕っ巨木ユリをぽ厚いてこり出すと﹁い友そ小ほどに

ほ気付いてい軟い〜﹁離郷幼年﹂がど4位時体だっ巨か−とっひくくっきりと浮

かび上って見えてく3−と患い打がウこれをつくりきし巨︐

▼僅か有や﹂ン足山草の相手に︑あえて﹁全集﹂と名付け︑躇然ビラ令婿

ヘビを衝遷しとのは︑い藷で㊧くその古フ榛的年後を考えての﹁保存殿レのつ

30か掘りっているわけです︒とくに．詳しをよんで下でい・

▼ 最後にー古く剃ってるつ圭0で単剃って伊かったこと−革ま7㌔てるへ靖

所管しラ＞に触れて・語フ辛＝善い辰当が︑その巨松に踏み絵を改りて鰭曾﹂

とに外むら曾かっと︒−というこLTは︑ぼくなし・百十四・気管気付かめ

まま︑それを鞘人骨こをrろ﹁か・そしていき身にしみて踊ら鉛ひっ︑とは・ぼ

向井を

く9︶l節 義を土合王制をどうするのか︑塞齢聾者を雪給したきまー
論説骨けしていゑ諮昏・ということで奇も∴恥・8・紳軍配
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