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7月 2,0 森ゆうと,啜員までもが
'小

沢糧審議凛は検察世遺報告書の誘芍 と 架空議決を合定 II―市鰤 新 るI Cv10,● oぃ 3o, 2013′ 08′ 271810,

CV‖ OぃいOns BIog 7月 29日  本ゆうこ前議員までもが「小沢検審議決は検察捏遣報告書の誘導Jと 架空議決を否
定 !

…
申卿

剛拙兜攘一市民が斬るH

■ 7月 29日  森ゆうこ前議員までもが「小沢検審議決は検察捏造
報告書の誘導Jと、架空議決を否定 !

く森ゆうこ前議員に期待した市民達>
―市民 iも lcの市民も 森氏に検察客査会の真相究明を期待した

それだからこそ 石川克子■と―市長Tは 情 :ヨ 開示:青求て入手した文書などの資料 て

の社関連情報を 示氏に多数届 すた

く小沢判決直前に、森氏は追及を
'最

高裁Jか ら r検察Jに変えた

>
昨年 4月 26日  小沢無罪■決が,1た

その直前から森氏の■子がお/1し くなった

|+腎 の最高裁への追及がなくなったのだ

そして 咆 訴議決は検察の捏遣報告書による議専によるJと驚くべきことを言い出した

。見え見えの架空議決で審査員がいないのだから 誘導はありえないのだが.

判決直前 森氏が中心になつて衆参法務委員会秘密会の開催要請をした。だが 無罪判決

以後 具体的な開催要請は一切なかった。

その後 何者かによってロシアサーバーを通じ捏造報告書が八木啓代氏に届けられた。す

ぐ 森氏と八木啓代氏は
'市

民と議員の会Jを結成し 検察追及を始めた。

その頃から森氏は一市民Tと石

"克
子氏を遠ざけるようになった

その年の5月 森氏は「検察の罠」という本を上澪

本の冒頭で『  この議決は検察当局の捜査報告書の『捏道Jと いう犯罪によって誘導さ

れたものである』と書いた

『  最高裁スタッフは真面日で優秀であるが   私は決して思い人F・lではないと思っ

ている』と書いた

見えない何かによって 「最高載Jから「検察」にrLが切られたかのように見えた

く「起訴議決は検察捏造報告書による誘導J説と r起訴議決は最高

裁による架空議決J説はかくも違う>

森氏は

1 審査員は存在する

2 審査会議はきちつと開かれた.

3 起訴議決は検棗の捏造報告書による審査員誘導による

一市民Tらは

1 公正なくして選ばれた審査員は存在しない.

2 審査会議は開かれなかった

3 起訴議決は架空議決だつた。議決書が倉1● された。

「審査員が存在する根拠は
'Jと

素氏に尋ねたが、全 く理解できない口答だつた。

「審査員がいたとすると、量々の疑惑はどうま口するのかJと質問したが 一切答

えてもらえなかった。

http″ ●lv]opi,lo■ ,mainJ,′2013′ 07′ 729_lhし、| 1′ 2ベージ
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手 8月 1日

7月 23日  ●l法の正霊な
どない日本 !最高裁によ
る小沢妹殺の汚い手口 !

7月 17日  最高裁が f9月

に入り平日頻繁に集まっ

たJと大嘘リークできた
のは「審査員/JSいないか

ら」 !
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7月 2'日 森ゆうこ前譲貝までもが ll駅検審議決は検察捏嶼 告書の誘導Jと  架空議決を否定 | |― 市民力漸 る‖[C●10o● o● s3og] 201=′ 081271810,

<週刊実話『国家最高機密も握る・ 謎のフィクサー'■ を読むと謎が

解ける?>

小沢判決直後に 週刊実議に面白い記事が掲載された.

週¬実話:ltt odf

週干嗅 話『国家最高機密も握る・護のフィクサー・』

謎のフィクサーX氏 森ゆうこ議員 平野貞夫氏が 最高裁に不当な圧力をかけ 小沢無

罪を勝ち取ったというス トーリーだ。

一市民TまX氏のことをよく知っている。

X氏は昨年lalめ―市民Tに近づいてきた.

彼は最高裁作成の「イカサマ審査員くじ引きソフトJの情報  嗜 決後の9月 28日 に斉藤

検察官が検審に説明に行ったJという話など 検察審査会・●疑惑情報を沢山くれた.

彼はこれらの情報をltプログなどで広めてほしいと頼んできた。

彼の言う通りに もらった情報を使って最高裁を攻めた

週干1実話の筋は 3人が最高裁に不当な圧力をかけたとしたス トーリーにしているため

表現を変えているところもあるが (架空議決をトンデモ推理という) ―市民がX氏から間

いた話とかけ離れていない.

森氏らは 「架空議決Jを武器にして 裏で最高裁を攻めていたと推測される。

一市民Tも最高裁追及に一役買つたということだろう。

一市民Tは 週刊実話ス トーリーのように最高裁が森氏に属したのではなく 森氏の方が

最高載に屈したのではないか。

憲氏にしてみれば 最高裁愴及を上めて 議決は検察の捏造報告書の誘導のせいにしてで

も 早く小沢氏の無罪判決がほしかったのではないか。

これはうがった見方なのだろうか

素氏は疑惑だらけの検審に蓋をしただけでなく 起訴議決を検察のせいにして幕を

31いてしまった。

ま氏には、司法の出壊を止めるため最高姜と田ってほしかった。

2013年 7月 29日
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甲第 2号証

8月 11日 X氏 (森前議員協力のフィクサ→ が一市民Tに百った I 強 察捏董報告書を 流したのは私ですJ I― 市民力漸 る‖:C v1 0,● 。h'3。 91   2018′ 08′ 271820

Civrl Opini.ns Eiog

一市民が斬るH

=8月
11日 X氏 (森前議員協力のフィクサー )

った ,「検察捏造報告書をロシアサーバー通
のは私です」

8月 11日  X氏 (森前議員協力のフィクサー)が一市民Tに語つた ! 瞼 察捏造報告書をロシア

サーバー通し八木氏に流したのは私です」

…
民が脚 r劉

拙兜概

が一市民 Tに語
し八木氏に流し

森前議員 平野貞大氏 X氏は 判決前までは 裏で最高裁を攻めていた。一市民Tも 加

勢していた。だが 判決直前に 彼らは追及先を最高裁から検棗に変えてしまった。

hilo″ (v ooinons man o′ 2013′08789 1 html

htio′ ′てv oo nons main o′ 2013′ 08′ 810 1 html

贅くべきことr_、 捏造報告書をネットに澁出させたのは森前議員督だつた .

それも 市民に気づかれないような手を使 った。

この二出を利用し 最高螢検書疑惑をそのままにして 追及発を最高裁から検察に

■手に変えたのだ.

くX氏「ロシアのサーバーには私が濠したJ>

流出事件から1年近くたつた今年3月 久々にX氏から電話があつた

そのX氏から驚愕の情報をもらった。

「志岐さんの最近のプログには一つだけ間違いがある.志岐さんは捏造報告書を流出させ

たのは最高裁だと言っているが それは違う。私がロシアのサーバー通し八木氏に流した.

どこから設が流したか完全わからないようにして出した」

流出が伝えられた直後のX氏も参力0したある会合で 某プロガー/●
lX氏 に「X氏なら出来る

よね.責方がやつたんじゃないの」と言つたが その時はにやにやしているだけだったこと

を思い出した。

くX氏″講したということは森市議員口がお したということだ>

X氏は 森前議員 平野貞夫氏を信頼しており、いつも両氏の指示を仰いで行動していた

。両氏のためなら何てもやるという感じの男だ

両氏もX氏を頼りにしているようだつた.

X氏は 週干1実話でフィクサーと書かれるだけあって 多くの情報を持つて裏で動ける人

だ。「斉藤検察官の議決後の検審説明」「二階議員特許庁汚職Jなど凄い情報を両氏に提供

していた 記者との付き合いも多く 週刊朝日に二階

"購
のネタを持ち込み掲載させるなど

している.コ ンピューター専門家でもあり審査員ソフトの解析ても活躍した。彼にとっては

出処を隠してインターネットに流出させることなど朝飯前なのだろう。

しかし X氏が検察と大きなコネクシヨンがあるといつても 個人で捏造報告書を入手す

ることはできない 入手に当たつては 小沢氏から事件の外部折衝をまかされていた森前議

員が関与していたとみた方が自然だ。

また独断でX氏が八木氏に捏遺報告書を目けることもしないはずだ。

これも森前議員llの指示によるものと思われる。

森前議員と八木氏は流出後すくに  「司法改革を実現する国民会議」を結成し検察追及を

始めたことも 森前議員llの流出関与をうかがわせるものだ。

ht,′′●V]。 ,● 。●,mahJ。 ′201=′ 08′ 81l html 1′ 2ベージ
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<森前議員は2つの流出事件について自分には関係ないととぼけてい

る>
『判決がいよいよ2日 後に迫つた4月 24日 ついに切り札は現れた 「週刊朝口Jが 東京

地イ☆特捜部の謀llを スクープしたのだ』 (「検察の罠」 P182 183)

捏造報告書が出されたことは小沢公判で明らかにされていた。大したスクープでない。森

前議員は大lllに書いて捏造報告書の存在をことさら大きくしたかつたのだろう

一市民Tは遭刊朝日に捏造報告書を持つていつたのもX氏ではないかと思っている.

『  捏造報告書は それからしばらくして誰でも読めるようになった。田代検事の4成 し

た捜査報告書が,月 2日 にネット上に流出したのだ』 (「検察の罠J P217)

森前議員はX氏が流出させたことを知つているはずだ.張本人が他人事にように書いている

く裏で捏造報告書をこっそり八木氏に扇け、表で八木氏と撃がり「

捜遣報告書による誘導Jと騒ぐ>

なかなか手が込んでいるのである。

森前議員らは 捏造報告書をこそっと流出させて 八木氏に騒がせる。

騒ぎはじめた八木氏とさらに2人で騒ぐ.

こうして 捏遺報告書の存在を多くの人が知ることになつた。

捏造報告書の存在を知つた人は 審査員が存在 し 報告書で誘導されたと思い込んでしま

フ

さらに 森前議員は「議決は検察の捏造報告書による誘導だ」という発言を集会や著作な

どで繰り返した。

かくして 検察捏造報告書誘導証が世に受け入れられた

今もつて審査員がいるという確たる証拠はない.

審査員が存在したら 起こりえない状況が沢山ある.

これらの疑惑は今もって解明されていないのに 捏造報告書の存在だけで 審査員がいた

と決めつけている。

=薔=員
は捏迪■告書を菫出させ.最高姜のIE罪に書をした.

今すぐや らなければならないのは、検
=疑

惑の解明である.

2013年 8月 ll日
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FF第 3 号証

8月 17日 校審疑惑報道は
'小

学館 ,だ け 1 '記者クラブメディアは鋳 書における旬法畢  (SAR08月 号)1 市民力斯 るI Cv1 0p● o●
`3o,[   2013′

08′ 271&29

Cv‖ Opinions 81og 8月 17日  検審疑惑報道は「小学館Jだ け l「記者クラブメディアは検察審における司法暴定に
荷担J(SA円 08月号)

…
民がコ

Ч鞘斃場一市民が斬るH

■ 8月 17日 検審疑惑報道は r小学館」だけ :『記者クラプメデ

ィアは検察審における司法暴走に荷担」 (SAP108月号)

日本の記者クラブメディアは死んでいる

日本の政治を無茶吉茶にした「イカサマ検審議決」のことを報道しない。

報道しないどころか 検察審における最高裁暴走に荷但しているのである

なぜそうなるのか 「イカサマ検審議決Jの主犯が最高裁で その最高裁に眼まれると怖

いからだ。

くその中で、唯―の例外は小学館>

小沢検審議決から2年半も経った今年3月 退刊ボスト(4ヽ学館週刊誌)が『小沢―郎を「刑

事被告人」にした「検察審査会J新たな重大疑惑』 (志崚武彦『最高裁の罠』著者署名記事

)を掲載した

調¬ボス ト4月 S口
=odf

続いて 7月 には月刊誌SA円 0(4ヽ学館)が以下の記事を掲載した

『 小沢―郎を強制起訴し 証拠捏造検事を無罪放兌にした検察審査会の疑惑は閣に葬られ

た』 (ジ ャーナリス ト武冨薫)

記事掲載から1か 月以上経っているので ここに全文転載する。

SAP 0 8月号 Ddf

<記事のリード>
『 小沢―郎 民主党元代表(現 生活の党代表)の政治資金をめくる陸山会事件で注目され

た「検察審査会1.・市民目線・の判断を司法に導入するという名分で始まつたこの制度は

現実には逆に司法の暴定を・市民の判断だ
°
と偽装させる隠れ簑になっている ではそれをメ

ディアはどう報したか 』

検察審査会制度そのものが 司法 (‐ 最高載)の暴走を'市民の判断だ
°
と偽装させる隠れ簑

になっていると ズバッと損摘している.

く記者クラブメディアは関係者からリークされた真偽不明の情報を

そのまま垂れ流している>
記事の中では 小沢検審の議決時祈聞報道を例に 記者クラブメディアが関係者からリー

クされた真偽不明の情報をそのままたれ流 していると批判している.

=用
した新間記事は以下の通つだ。一市民Tが何度も掲載した記事だ

朝日新聞10月 5日劇刊 Ddf

翅日新田10月 S日 夕刊 odi

読亮 10月 6曰 朝刊 Ddf

<一市民Tの コメントを載せてくれた>

hftp://.v opions.hanJp/2o1r/o3/3173apio3htmi 1′
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8月 17日 検審疑惑報道は
'小学館Jだ け | '2者クラブメディアは検察審における司藩暴  (ゝ P108月 号)|― 市民力晰 る‖〔C v1 0p● 。●
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―市民Tま  SARO員こ青に取材を受けた。

一市民Tが記者に重点的に伝えた点は

『
'9月

に入ってから平日頻繁に集まり審査を行つたJと いう読売 朝日の記事はおかしい

私達が情報公開で得た「審査員日当旅費請求書」では議決前の9月 前半の審査日は9月 6ロ

だけ』

『斎藤検察官は議決後の9月 28日 に検審に不起訴理由を説明に行っているが 報道では「東

京地検特捜部の斉離隆博 副部長の意見聴取加 月上旬に行なわれた」とある。私達が情報

公開て入手した出張管理簿には 9月上旬行ったという記録がない 』

検察審査会の間を描いた

'最

高載の罠』(K&Kプ レス刊)の著者で情報公開請求を行った志岐

武彦氏7・
l語ると前書きして 一市民Tが話 した内容を載せてくれた

月遣|1告書があるだけて審査員誘専と決めつ す■いる この[と は  「宮査員がいるか

いないかJ¬罰にヽ 岩をつけたということた 森氏は最高裁の限りない疑惑をそのままにし

<最高裁 を追及する政治家 は全滅 した >

さて 最高裁と闘う政治家は森ゆうこ前参議院議員だけだつた

小沢判決3‐ までは 森ゆうこ前議員 そしてそのブレーンX氏と最高裁追及をし続けた。

森前議員には ずいぶん資料を提供した 森前議員から漱励や感謝のメールなど頂いた

れらのメープ囲まありがたく保存している。

ところが 小沢判決直前から森氏は変わった

者4「検察の罠」で
'こ

の議決は検察当局の捜査報告書の「捏浩」という犯罪によつ

導されたものである』と書かれたのをみて確信した。

2013年 8月 17日

て「審査員はいる」と言ってのけた.

今年の3月森前議員のブレーンX氏は 「自分が捏造報告書をロシアのサーバーを通し八

木啓代氏に流したJと一市民Tに告げた。

このように検察の捏造報告書誘導説を広めて 最高裁の犯罪を消そうとしているように見

えた.

これて最高裁を本気で追及する政治家は全減したと悟つた

く最高裁を追及するジャーナリス トも全滅に近い>

今 r司法の暴走』 瞼 察審査会の疑惑]を記事 にしているのは、運刊ボス トとSAP[

0だけだ。小学館だけということになる。

小学饉には顧張ってほしいと願 うだけだ.
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