
山口県警は私の自宅内への有毒ガス噴出を止めよ 

憲法、刑法、ストカー規制法違反のいわれのない弾圧ストーキング攻撃を直ちに停止せよ 

 

自宅内に有毒ガスが存在することは明らか 

私の自宅内部に有毒ガスが噴出されていることは、検知管式測定具の写真に明らかです。 

この写真は我が家の寝室で、朝に採集した空気の測定写真

で、通常検出されない炭化水素が、低濃度ですが、検出さ

れています。（低級炭化水素の検知管で２回吸引、0.04％） 

寝ているときに化学臭がしながら睡魔に勝てずそのまま

寝ていて、朝起きた時には頭が重く、血圧を測定すると 150

（私の平常値は 110～120 台）という高血圧状態にあるこ

とが分かったものです。 

そして同時に一緒に寝ていた家内は、高血圧で薬を服用中

ですが、145（薬服用して平常値 110～120 台）とこちら

も平常値よりもかなり高血圧状態にあることが分かるものでした。 

これと同じような寝室での反応が複数回検出されています。 

 

主に有毒ガスは私の居室で発生することが多いのですが、

これは私の居室で急に胸の圧迫感、頭の重さ、むかむか感

が発生し、血圧が 145と高くなった時のもので、これも明

らかに炭化水素が一定濃度存在することが分かります。

（0.03％） 

 

 

 

 

 

次も私の居室で頭が重くもやもや感が発生したときのも

ので、この時は、試に飼っている文鳥を部屋に置いてみた

ところ、巣の外で動き回っていた鳥が、移動させると直ち

に巣の中に入ったきり出てこなくなり、鳥にも異常を感じ

させるものが存在することが分かるものです。（0.03％） 

通常の何も感じないときに連れてくると、巣の外で動きま

わりますから、鳥にも異常が発生していることが明らかで

す。 

 



 

 

 

 

左：通常 

右：異常時 

 

 

比較のために換気をした後で、何も感じ取れず、血圧など

にも変動がないときの空気を測定したときのものを載せて

おきますが、ほぼ変化が現れない状態にあります。ごくわ

ずかな反応が検出されることもあります。 

 

 

 

 

 

私の家ではほぼ毎日、そして連続的にこのような有毒ガスの噴出が私の居室（何室か移動

するので複数ですが）を中心に、そして先に示したように家内との共通の寝室、居間のよ

うな部屋でも有毒ガスが出てくる状況にあります。 

 

自宅に有毒ガスが噴出しそれが山口県警の攻撃であるとする私の訴えは、それだけ聞けば

奇異に感じられることでしょうが、私へのこれまでの各種の攻撃内容を見ていただければ、

それがこれまでの攻撃の延長線上にあるものであることがお分かりいただけることだと思

います。（詳しくはブログ記事や証拠資料１６参照） 

 

私は元高専教員で闘病中の肝臓癌患者です 

私は徳山高専元教員で、学生の創造性の育成や特許教育に情熱を持って取り組み、退職し

た今も、学生の創造活動や特許活動をボランティアでサポートして、コンテストの入賞や

特許権獲得に若干ながら貢献しています。 

また私は肝臓に 50ｍｍの大きさの腫瘍を抱える身であり、腫瘍の抑制のために統合医療の

治療や、多くのサプリメントの摂取など必死に取り組んでいますが、このような私に対し

て、先に示したような有毒ガスが、安心して生活できるはずの自宅内で発生し、高血圧状

態に陥るばかりでなく、肝臓に強いもたれ感を発生し、当然ながら肝臓腫瘍の抑制作業を

妨げる結果、昨年来の取り組みで、何とか縮小傾向にあった腫瘍が増大傾向にあると１０

月には診断され、１２月に入ってからの検査では膨大していることが明確になり、有毒ガ

http://blog.goo.ne.jp/green727green/e/2369704c18139e4a9aa5aadd82ac5436
http://barometer3.web.fc2.com/kokuso/siryou16c.pdf


ス攻撃で肝臓腫瘍が増大して肝臓癌死に近づく危機的な状況になっています。 

もっとも高血圧状態を強制されていて、脳血管障害で命を失う危険性も高い状態にありま

すが。 

 

教育基本法改正反対のブログ作りで暴走車の襲撃受ける 

私は平成１８年の１２月に、その当時、山口県出身の総理大臣が最も重要な問題として取

り上げていた教育基本法の改正に対して、国民主権を明示する憲法とそのような憲法を守

る人間を教育することを掲げる教育基本法は、対になったものであり、教育基本法だけを

改正することは妥当でないとの考えを持っていたので、少しでも意思表示をと考え、ブロ

グを立ち上げ、関係国会議員にメールを送るような作業を、憲法１２条（憲法は国民自ら

の権利は自らが守ることを求めています）に従って行う必要があると考えました。 

 

それらの作業に対して、ネット上での監視、妨害を意識するような出来事を経験するうち

に、学校の自分の研究室に無言電話が２回続けて入ってきました。電話を取るとすぐに切

れるタイプのものではなく、こちらが反応しても、何も言わない、威圧的なものでした。 

そしてその日の深夜には東海地方に住む私の娘のところにも固定電話と携帯電話の両方に

非通知の着信があったことを娘が告げてきて、娘にも威圧をかけてきたことや携帯電話の

番号を調べだすことのできるのは、普通の組織ではないことを感じ取りました。 

 

この出来事のあった数日後、学校からの帰宅時、学校内の車一台がようやく通る狭い路上

を歩行中に、迎えに来た家内の車を校内で無理やり追い越したという車が、人がいれば確

実に撥ね飛ばす猛烈な速度で突っ込んできたのでした。道路の外は崖状の斜面になってい

る場所での出来事で、とっさ数十センチの路肩に飛び出して、疾走する車をやっとかわす

ことができました。家内の車の後をつけてきて、対向車がいる状態で追い越しをする危険

な車という認識を家内が持つ、私を狙った車であったことが分かります。 

 

そしてさらにその数日後、学校での駅伝大会が学校周辺路上で行われ、私は学生が出入り

するグランドの出口で学生誘導の係りをしていました。道路上の両脇を学生たちが走行中、

二十メートルほど先の曲がり角を、車が猛然と角を回りながら加速して道の真ん中を突進

してきました。道路上で車の行き来に気を使いながら誘導に当たっていた我々は、あわて

てグランドの門の中に駆け込んだのでしたが、一緒にいた女性教員は「なに！あのクルマ」

と大声を上げるような状況でした。しかし私は数日前の経験があり、また自分が狙われた

ということがとっさに分かったので、足が震えるほどの恐怖心が沸き起こっていました。

しかし任務を続けなければならないので、誘導の仕事を続けた次第でした。 

 

このように暴走車に続けて襲われるという恐怖の経験から、私に対する「権力による弾圧



ストーキング」（特徴から私が命名したもの）攻撃がスタートしたのでした。 

 

再び教育関係の事柄を契機に弾圧ストーキング攻撃 

そしてその翌年の３月に学校管理職の辞任が本省から告げられた日（事務関係者から聞い

た話）、前年の１２月とまったく同じような無言電話が入り、その翌日には卒業生の担任と

して卒業式に急ぐ私の乗る車の前に、これまでそのような狭い道路で見かけたこともない

ような、トラクターを積み込む大型のトラックが行く手を塞ぐ形で駐車しているのに遭遇

し、またまた何かの攻撃かと思われる出来事に遭遇したことがありましたが、それ以外に

は大きな出来事もなく、ほぼ１年は過ごしました。 

 

平成１９年１０月に、我々が長年作業してきた創造特許教育の取り組みが「ものづくり連

携大賞」の「中小機構賞」に入賞したことが決まったという連絡が、主催の日刊工業新聞

社から入ってきたときから、それまで半年以上なかった無言電話が入り始め、さらには辞

任して去った学校管理職が学校などに再び現れ始めると同時に、私に対する不審なアプロ

ーチをしてくる経験をしました。 

 

前年襲われた暴走車は、下校時の私の行動パターンを知らなければなりませんし、また駅

伝の誘導員の配置や誘導状況を知らなければ、タイミングよく襲うことは難しいことであ

り、さらには教育関係の事柄を契機としていることを考えると、学校関係者の関与は間違

いありません。このような経験をしている中で、また教育関係の出来事を契機に、無言電

話が始まり、元学校管理職の不審なアプローチを経験する中で、再び何らかの攻撃が開始

されるのではないかという不安を感じるようになりました。 

 

このよう経緯を経て、平成１９年の１２月ころから、学校への行きかえりや自宅周辺で、

普通見かけることがない場所に車が不自然に駐車していることに遭遇するようになり、さ

らには自宅周辺で深夜に、私が寝ようとするタイミングで犬が吠え声をあげるという現象

が始まりました。これが現在まで途切れることなく続く「権力による弾圧ストーキング」

の本格的な攻撃の端緒でした。（証拠資料 1の 3参照） 

 

そして現在まで本当に多種多様な攻撃を受け続けていて、現在なされているのが初めに挙

げた自宅内への有毒ガス噴射です。この攻撃は平成２１年ころから、自宅内で時に不審な

臭いがしたり、突然体調がおかしくなったり、壁の中で異音がしたりというような現象が

生じていたのですが、単発的にしか起こらない出来事であったので、原因究明もなさずに

来ていました。 

しかし本年（平成２４年）６月に、私がこれまでの攻撃に関するいくつかの証拠をもとに、

山口県警を最高検察庁、広島高等検察庁に告訴して以来、この自宅内有毒ガス噴射の頻度

http://barometer3.web.fc2.com/


が高くなり、遂には現在のようにほぼ毎日、また自宅のいろいろな場所で有毒ガスが噴出

されるという状況になりました。 

 

権力にとって不都合な国民抹殺の組織づくりの犠牲者 

私が攻撃を受けている「権力による弾圧ストーキング」は、現在全国で１００名以上の被

害者がいるといわれていますが、警察による非合法、隠密攻撃で、権力にとって不都合な

国民を秘密裏に抹殺してしまうことを狙いとするもので、当然ながら警察の組織が年間に

多大な予算を使って行う、警察活動の一つであると思われます。 

警察がこれまでに特定の思想の持ち主を監視し、場合によっては工作をすることは、広く

知られた警察活動ですが、私たちが対象となる「権力による弾圧ストーキング」は、その

ようなものとは全く種類の異なるものと思われます。 

一つには被害者が特定の思想とは関係なく、危険思想の持ち主、あるいは国に被害を与え

る活動家などとは全く関係ない人々が被害者になっているということがあります。また加

えられる攻撃が、暴走車、危険運転、病死を狙った毒物攻撃など、明らかに被害者を追い

詰め命を奪うことを前提とした攻撃が加えられるということです。 

要するに殺人攻撃が加えられるのですが、殺されたことが分からない形で殺すことが前提

になっているようで、使われる毒物も一度に殺してしまうものではなく、発癌物質のよう

に、癌を増大させて死んでしまうように仕向けるなどの攻撃を加えてきています。 

特定の思想の持ち主たちもかなり公然とした活動を行っていますから、そのような攻撃が

加えられれば当然にそのような発言もなされることでしょうが、そのようなことは聞きま

せんから、我々だけへの攻撃だと思われます。 

私のこれまでの経験上の推測では、警察が権力にとって不都合な国民をひそかに抹殺する

ための組織づくりや維持、そして抹殺のための戦術づくり、実験などのために、そのター

ゲットが必要なわけで、誰でも被害者は構わない。社会的に影響力はなく、反発力のない

人間を選び出し、それらの人々を実験台、犠牲者にしてそのような秘密の組織を発展させ

るためのものと受け止められるものです。 

 

全国の被害者のほとんどが経験する「ヘリコプターによるストーキング」 

このようなことを書いても多くの平和な日常的な生活を送る方には、私の受けている被害

は想像もつかないことではないかと思いますし、中には私の妄想ではないかと思われる方

もいるかもしれません。 

被害は妄想ではなく実際に生じていることを理解いただくために、私の受けている被害の

中で、被害が分かりやすいものを少し例示してみます。警察が証拠の残らないように、ま

た常識ではありえないような攻撃を加えてきているので、証拠を示すのがなかなか難しい

というのが私たち被害者にとって、被害を訴えるうえで困難になっている点です。 

 



全国で「権力による弾圧ストーキング」攻撃を受ける被害者のほとんどが経験するものが

「ヘリコプターによるストーキング」で、ヘリコプターを中心に航空機が自宅上空に飛来

して、威圧的な飛行を行ったり、被害者の移動先に現れて監視しているということを見せ

つけるために行うものです。 

「証拠資料３ ヘリコプターによるストーキング」の音声資料を聞いていただければ、そ

の実態の一端をお分かりいただけると思います。 

全部を聞いていただくのは時間を要しますから、私の家の周囲は高圧電線の鉄塔が多数立

ち並び、私の家の上空近くには高圧電線が走っていることを写真で確認いただけたら、音

声資料４－２－３だけでも聞いてみてください。（コンクリート建屋の中の録音ですので、

ボリュームを上げて聞いていただければ、ヘリコプターの音が分かります） 

そうすると私が学校へ出かけることを知ったうえで、自宅上空に飛来して、我々の出かけ

る車の上を追尾してきている様子が音声上でわかると思います。私の家の玄関は、周りを

建物に囲まれていて見えないにも関わらず、出かけることまでわかるということは、自宅

内盗聴がなされていることを示しています。 

 

この音声資料を聞いていただければ、高圧電線が存在する普通なら近づかない場所に、ヘ

リコプターがわざわざやってきて、私への威嚇飛行がなされていることは、誰でも理解い

ただけると思います。 

このように「権力による弾圧ストーキング」攻撃が実際に存在し、その被害者のいること

がお分かりいただけると思いますし、私がそのような攻撃を受けていることもお分かりい

ただけると思います。 

 

高速道路上での大型トッラクによる危険運転 

次に最近も経験した高速道路上での危険運転の映像を見ていただければと思います。私は

家内の老親の介助や自分の病院への通院などのために、週に最低１回、多いときには３回

程度高速道路を使います。 

この高速道路では、たとえば行きも帰りもパトカーに追尾されるというようなことに代表

される「警察車両によるストーキング」をしばしば経験しています。そのような事柄が発

生し、暴走車に襲われたことのある私の経験からすると、明らかに意図的な危険運転を最

近経験しています。 

その時の映像を「証拠資料１５ 危険運転」を開いてみてください。映像を見るだけでは

なかなか緊迫感は伝わりにくいかもしれませんが、この映像を撮ったドライブレコーダー

はフロントガラスの中央部分にあり、かつ運転手の家内の目の位置よりも数十センチ前で

しかも普通のカメラよりも広角なレンズが捉えた映像であることを考慮いただければ、こ

のトラックの危険運転ぶりを理解いただけると思います。 

 

http://bit.ly/QOsBUG
http://youtu.be/kyp4lx8-_1o


私はナビゲーター役で助手席に座っていて、このトラックの接近を知っていました。この

トラックは映像を見ればわかるように中央車線を走るかなり速い車と同じ速度で走行しな

がら、急に我々の車と後続の同じ程度の速度で走っているトラックの間に割り込みをかけ

てきました。 

我々の車を容易に抜くことができ、かつ我々の車の前には車はいない状態です。要するに

容易に追い越すことができるにも関わらず、わざわざ我々の車の後ろに割り込んで入り、

しばらく追走ののちに、追い抜きながら急激に我々の車の前に入り込んできたのです。 

 

これまでも大型トラックに割り込みをされた経験は何度かありますが、車が少し込み合っ

ていて、追い越し車線をようやく我々の車を追い抜いたトラックが、後続に道を譲ろうと

無理やり割り込んでくるということはありました。 

しかしこのたびの危険運転は、我々の車の前には車はいない状態であり、大型トラックが

何かに追尾されているわけでもないことは、映像でお分かりだと思います。 

 

我々の車の後ろにわざわざ入り込んだのは、我々の車の車両番号を確認するためのもので

あり、危険運転を仕掛けるためのものであると強く推測されるものです。実はこれとほぼ

同じ危険運転を、私が告訴状を提出した後の７月に経験していたので、同じことが生じる

可能性があるとドライブレコーダーを取り付けた次第でした。 

車体に何も書かれていない車が使われていることも不審な点ですが、この映像と日時、そ

して車両番号の数字部分が８９・３７ということが分かれば、警察であれば運転手を容易

に割り出すことができるはずであり、この危険運転が山口県警ではないということを示す

には、この運転手を割り出して、県警とは無関係であることを示すべきであると思われま

す。 

このように家内も巻き込みかねない危険運転で私の命を狙う攻撃が行われていることがお

分かりいただけると思います。 

 

私が警察から狙われていることを理解する友人 

次に私が攻撃を受けていることを理解できる友人たちがいるという点を示します。この友

人たちは私への救援を何らかの形で実行しようとしてくれた友人たちであり、そのような

行動を起こすと、無言電話や１０年、２０年に一度くらいしか経験しない警察官の自宅訪

問という威嚇を受けるということで、これらの友人たちは、私が警察から狙われているこ

とを自らの経験も踏まえて理解しています。 

この警察官の訪問が威嚇を含んでいるということは、私宅への警察官訪問が威嚇を含んだ

ものだったということを、これらの友人たちは知っているので、自分宅への訪問が威嚇の

意味を持つことを理解しているということです。 

 

http://barometer3.web.fc2.com/kokuso/sankou4c.pdf


私の自宅に２０年ぶりくらいに駐在警察官が来たのは平成２０年の９月で、すでに自宅周

辺での不審な出来事が頻発している中でのことでした。この警察官は自宅に来て、家内に

私の勤務先と定年していることを告げて確認を求めました。 

私は警察、駐在に勤務先や定年していることを告げたわけではありませんから警察がこの

ようなことを知っているということを示すことで、何らかの私に関する情報を警察が積極

的に調べて把握していることを示すものです。 

そうして次に「二人に何事があるかも分からないので、連絡できる関係者の連絡先を教え

てもらいたい」というのです。この発言内容は、警察がいう言葉としては不穏当であるこ

とは間違いないものです。 

 

この発言を友人たちに告げたところ「気味の悪い言葉だ」、「信じられない言葉だ」という

のです。警察からこのような言葉を聞けば、威嚇としか受け取られません。自宅周辺でい

ろいろと不審な出来事を経験して、不安の中にいる人間に警察が「何事があるかも分から

ない」という言葉を投げかければ、被害者はますます不安にかられることは間違いありま

せん。 

そのようなことを計算済みの上で警察が、威嚇をかけてきたと受け取られるものであり、

友人たちもそのように理解した故に、自分が警察官の訪問を受けた時に、私への救援活動

をしようとすることへの脅しと受け止め、私が警察から狙われていることを理解したとい

うことです。 

 

このように私が攻撃を受けていること、しかも警察からの攻撃であることを理解する友人

たちがいるということであり、このことは私への攻撃が存在し、かつ警察が関与するもの

であるということを、第三者が理解しているということです。 

この私への攻撃が警察によるものであるということは、また別のことからも示すことがで

きることは後で述べます。 

 

「権力による弾圧ストーキング」の特徴と警察関与の証明 

私が攻撃を受けているということが事実であることを、音声や映像、そして客観性の高い

第三者が攻撃の存在を認めていることなどを通して示したわけですが、それでは次に「権

力による弾圧ストーキング」というものはどんなものなのかということは、「証拠資料 1 ス

トーキング」のファイルを開いていただいて、1.（全国における「権力による弾圧ストーキ

ング」の発生）と 2．（「権力による弾圧ストーキング」の特徴）あたりを読んでいただけれ

ば、全国にたくさんの被害実例があることがお分かりいただけると思います。（ネットで匿

名で公開している資料で、平成 23年 3月段階で書かれたもので新しい状況は書かれていま

せんが、概要はお分かりいただけると思います。） 
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そして「権力による弾圧ストーキング」が警察による攻撃であることは、「証拠資料 2 「権

力による弾圧ストーキング」の実在と警察関与の証明」を読んでいただければ、類似の被

害がいくつも存在し、それらの中には警察とのやり取りから被害が発生し始めていること

や、警察のヘリコプターやパトカーなどのストーキングがあることから、警察主導の攻撃

であることもお分かりいただけると思います。 

先ほど示したように、私が駐在警察官の威嚇的な訪問を受けたことを、警察関与の証明と

して示しましたが、ここで示したように、「権力による弾圧ストーキング」が警察によるも

のであることが、全国の事例で示されることであり、全国の事例に類似した攻撃を受ける

私への攻撃も警察によるものであると考えられるということです。 

 

また私への攻撃についての警察関与に関しては先にも示したように、高速道路などでのパ

トカーによるストーキングを受けることや、後で少し触れるように、先の駐在警察官の予

告である「何事があるかもしれないので」という言葉が現実のものになった出来事である、

自宅侵入と神経興奮剤の混入という攻撃を受けた際に、周南警察署の生活安全課長と電話

連絡の時、駐在警察官と同じ「何事かあるかもしれないので」という言葉が使われたとい

うことや、さらには周南警察署で生活安全課長と面談した際に、私が「このような攻撃を

加えてくるところは、どのようなところがありますか」と問うた時、答えに詰まって答え

ずに、「やるならやっていますよ」という言葉を投げかけながらこちらをぎろっと睨んだ時

や、またこれらの攻撃に関与していると思われる私の勤務校における学内関係者、元の管

理職について話そうとすると、名誉棄損になるので話すなと制したことは、犯罪捜査には

あらゆる情報が求められるのにあえてそれを抑えるということは逆に、警察が関与してい

ることを強く認識させられるものでした。 

 

毒物攻撃の端緒となった自宅侵入と神経興奮剤混入 

このようなことから私が山口県警が主導する「権力による弾圧ストーキング」被害を受け

ていることや、それらがおよそどのようなものかをお分かりいただけるかと思います。そ

のような被害の中で、私が現在命を脅かされているのは毒物注入の攻撃で、私が現在抱え

ている肝臓腫瘍（癌）をめがけて発癌物質、免疫抑制剤などをが、私が摂取するサプリメ

ントや食品や医薬品にまで混入される状況ですが、現在は先に示したように自宅内に有毒

ガスが噴出されるなど、すさまじい毒物攻撃で命が危うくなっています。 

 

この毒物攻撃の端緒となったのが、平成２０年の１０月に生じた自宅侵入と神経興奮剤の

混入という攻撃でした。このような攻撃が過去になされているということは、警察が被害

者の自宅に侵入し毒物を被害者に摂取させようとしていることを示すもので、現在の自宅

内有毒ガス噴出と攻撃形態が類似するものであり、この攻撃も同じ加害者によるものであ

ることを強くうかがわせるものです。 
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そういう点で、自宅侵入と神経興奮剤混入という攻撃も証拠を示すことは可能なので、簡

単に示しておきます。 

 

先に示したように平成２０年９月には駐在警察官の威嚇と受け取られる訪問があり、「何事

かあるかもしれないので」という予告をされたわけですが、この言葉が翌月に現実のもの

になります。 

１０月になって、私に全く眠気が来ないという症状が急に現れるようになりました。日ご

ろはよく居眠りもする私が、お昼は当然、夜になって寝床に入って目をつむると瞼の裏に

ネオンサインのような光の点滅するようなイメージがグルグルまわり、寝付けません。眠

りに入りそうになると、胸苦しさが襲ってきて呼吸が苦しくなり、眠れない状態で朝が来

るという状況となったのです。 

そのような日が続いて、身体的に耐えられなくなり病院に行って、睡眠薬を処方されて、

それを飲むと何とか眠れるようになりましたが、飲まなければ眠れません。 

そのような状態になる理由が分からない中で、何かを摂取させられているのではないかと

いうように考え、自宅にデジタルレコーダを置いて出かけたりすると、不自然な音が録音

されていたり、不自然な状態で止まっていたりしました。 

 

そこでより明確に知りたいと、友人に防犯カメラを設置してもらったところ、設置して数

日後、半日程度の外出後自宅に戻ると、防犯カメラが停止状態で見つかりました。また映

像を見ようとすると、前日までの映像しかありません。 

私は当日、出かける前に、防犯カメラの録画装置が録画状態にあることを確認して出かけ

ています。それが前日までさかのぼって映像がないということは、削除されたものとしか

考えられません。 

このように自宅侵入されて録画画像を消されてしまったということが明らかです。この時

の証拠は写真で残されています。 

 

このようことから、自宅侵入されていて、毒物を混入されている可能性が分かったので、

私独自の摂取物である、サプリメント、玄米などの摂取を止めてみたところ、眠気が来な

いという症状は消えました。 

ということで自宅侵入され、毒物（後からこの毒物については大学病院の医師が私の症状

から神経興奮剤だろうと診断しています）を私の摂取物に混入されていたことが明らかに

なったという次第でした。 

 

この事件の後に警察に事情説明に行きましたが、警察は録画装置を停止され、映像を削除

されたという証拠を、証拠にはならないと言い張りました。足跡だとか、扉を破られたと

かいうものでないと証拠にはならないというのです。 

http://barometer3.web.fc2.com/kokuso/siryou6c.pdf


これは明らかに警察官が被害者の被害の訴えを受け取らないための偽りであり、公務員職

権乱用罪にあたるものと考えます。逆にこのような発言をすることは、彼らがこの件にか

かわっていることを示すのともいえると思います。 

 

腫瘍の増大速度の違いで発癌物質混入が分かる 

このように私に対する毒物攻撃が始まり、次第にエスカレートしていきます。インターネ

ット購入のサプリメントを摂取すると体調異常が発生する。インターネット購入では安全

が確保できないとサプリメントの販売店やドラッグストアなどで直接購入してきたサプリ

メントを摂取すると同じく体調異常が発生する。というように、私の肝臓腫瘍の増大を抑

制するために必須であるサプリメントに毒物混入がなされるようになります。これについ

ては、毒物混入されたサプリメントが、保存されていますから、それを検査すれば明らか

になることです。 

  

このようなサプリメントへの毒物混入も初めは神経興奮剤のような私の体調を崩させるよ

うなものから、私の肝臓腫瘍に直接悪影響を及ぼすようなものへと変わっていきます。そ

して何とか安全に調達できていたサプリメントにも、肝臓毒が混入されたり、自宅やカバ

ンの中に保管していたサプリメントも、自宅侵入されて、ことごとくサプリメントが毒物

入りにされてしまうようなことも生じました。 

この時に混入された毒物が発癌性物質であったと思われるのは、私の肝臓腫瘍の増大速度

が、この時期に急激に大きくなっていることからわかります。詳細は資料に譲りますが、

それまでの腫瘍の体積増大速度が１年間に 15％程度であったものが、この時期には 70％に

まで上昇しています。（資料には「薬局による毒物入り医薬品の調剤」までの説明を述べて

います） 

 

平成２３年の６月に検査を受けた際に、腫瘍の増大速度が大きいのは悪性腫瘍だから手術

切除を勧めると医者に言われました。 

私は現在の日本の癌治療の在り方には疑問を持っていて、アメリカの癌死亡者が低下傾向

にあるのに対して、日本の癌死者が増大を続けるのは、日本の癌治療の在り方が、癌患者

のためになっていないからだと考えていました。 

そのために、サプリメントを中心に腫瘍抑制の対策をとってきたわけですが、ここまで述

べた毒物攻撃は、そのような私を癌死亡者に加える、殺人行為だと考えます。 

 

我々のように調査に関して何の手段もない人間が、毒物混入を証拠づけて示すのは難しい

ことですが、体がどのように感じるかということや症状でも客観的に示すことは可能でし

ょうが、これだけではなかなか認めてもらえないときにも、腫瘍の増大速度の違いに明確

に示されるものであるということです。 
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一般消費者を巻き込みかねない食品への毒物混入 

このような毒物混入の結果、私が１０年以上にわたってある程度の抑制を行ってきていた

肝臓腫瘍が大きく増大してきたということで、一段の抑制策が必要と、ハリなどの統合医

療を実践する医師の治療を受けることにして、平成２３年の６月から治療を受け始めまし

た。 

そして当初50ｍｍだった腫瘍が平成２３年１２月には45ｍｍと縮小傾向になっていると思

われましたが、そのころから集団購入やスーパーでの購入食品に毒物混入がなされるよう

になりました。詳細は資料に譲ります。 

これまでサプリメントと少し特殊なものに、毒物混入がされていたのですが、一般食品に

混入されるようになり、私の家内や一般消費者を巻き込みかねない、毒物混入で警察は手

段を択ばない危険な方法を用いてでも、私への毒物混入を狙ってきました。 

 

薬局による毒物入り医薬品の調剤 

しかしこの食品への毒物混入は、本当の狙いを隠すためのカムフラージュであった可能性

がある出来事が、発覚してきました。それが薬局提供の医薬品への発癌物質と考えられる

毒物混入です。 

平成２４年２月ころから、腫瘍を縮小方向に進めるうえで効果があると感じていた統合医

療の効果が感じられなくなってきました。私はサプリメントや治療などの効果を体調反応

という形で感じ取ることができますが、これができるからこそ、サプリメントでの腫瘍抑

制が可能になったと思いますし、それだけ私の体調反応は私の生理状況を正確にとらえう

るものと考えられるわけです。 

この治療効果を感じられないというのは明らかであり、かつ肝臓腫瘍の増大傾向に結びつ

くもたれ感などが現れるものでありましたが、それほど強いものではなく、その当時、先

に示した食品への毒物混入の問題に気を取られて、このことはあまり深刻に考えずにいま

した。 

 

ところが平成２４年４月に腫瘍のエコー検査の結果、２月に受けた検査結果と比較して、

縮小ではなくむしろ増大傾向にあるとの判断が示されたのでした。 

平成２３年１２月、平成２４年２月には全体的には縮小傾向であったものが、増大方向に

向かっているとの判断を示されて、やはり原因究明が必要と考えましたが、自分の取り組

み不足かと当初は、取り組みの強化で対応しようと、これまでのサプリメント以外のもの

を取り入れるなどしていました。 

 

しかし治療効果を感じ取れないことが続くので、平成２４年５月にも再び検査をしたとこ

ろ、やはり増大傾向との検査結果で、やはり何らかの腫瘍増大の要素が混入されていると



考えざるを得ないと、それまで検査の対象にはしていなかった、それだけ薬局を信用して

いたということですが、前立腺肥大症治療薬もチェックしてみることにしました。 

そうしたところ、２種類あるうちの一つの薬の摂取を止めると、体調反応上にプラスの傾

向が久ぶりに現れることが分かりました。そこでこれをより確かめるために次の日もその

薬の摂取をしなかったところ、体調反応上のプラスの反応がより強まる結果となりました。 

そして次の日にはその薬を摂取すると再び体調反応的にマイナスの方向が現れ、結局、薬

局提供の医薬品に、肝臓腫瘍増大要因が、私にわかりにくいレベルで混入されていたと考

えられるわけです。 

 

このように人々の病気を治療したり健康を維持するために、安全な医薬品を調剤するはず

の薬局が、癌患者に発癌物質入りの医薬品を提供するという信じがたいことが行われてい

ることが発覚したのです。 

最終的には私が摂取していた前立腺肥大症治療薬に、毒物が存在するかどうかが問われま

すが、私の腫瘍の大きさの変化傾向から、この医薬品が腫瘍増大に寄与していたことは明

らかだと思われます。 

 

このことはこのことが発見されて、それまでの前立腺肥大症治療薬を別の医薬品にして、

別の薬局で調剤されたものに変えてから、治療効果がはっきり感じ取られるようになり、

増大傾向といわれて腫瘍の大きさが平成２４年６月には 42ｍｍと再び縮小傾向になってい

ることから確認できることです。 

このように私の肝臓腫瘍の大きさの変化から、肝臓腫瘍増大傾向をもたらす毒物がこの医

薬品にあったことが分かるということで、証拠として確実性のあるものといえると思われ

ます。 

 

その後私がこれまで利用したことのある薬局のほとんどで、体調反応異常が生じる医薬品

が提供されるという事柄が生じ、私は周南市では正常な医薬品がもらえない状態になって

います。 

これは薬剤師が薬剤師の倫理規定に反する、薬剤師としての資格を失うような行為を行っ

ていると考えられるものだと思われるわけで、このことを日本薬剤師会、山口県薬剤師会

に改善を求めましたが、一向に改善される様子はありません。 

 

このように医療の重要な一角を担う薬局で毒物混入医薬品が渡されるという、市民が安心

して薬局に行けない状況が生まれましたが、医療を担う病院でも、異常発生が起こるとい

う事態も経験しています。 

それは私が受診する統合医療を行う病院での出来事で、医療用の注射を受けた後に体調異

常が発生したり、医療用サプリメントを摂取すると体調異常が発生するという経験でした。



これはその時一度だけのものに終わっていますが、病院でも薬局と同じようなことが発生

する可能性があることを示しています。 

 

自宅内有毒ガス噴出も肝臓癌死を狙いとするもの 

そしてこれらと並行的に発生してきているのが自宅内有毒ガス噴射攻撃です。これについ

ての経緯は資料に譲りますが、先にも示したように私への毒物攻撃の端緒となったのが、

自宅侵入とサプリメント、食品などへの毒物混入であったこととこのたびの自宅内有毒ガ

ス噴出とはその攻撃態様にきわめて類似性が高いということが言えるわけで、これが同じ

加害者によってなされていることを示すものでもあります。 

 

この有毒ガスの攻撃には数種類のガスが使い分けられていると思われるわけで、肝臓部に

強い収縮感をもたらし、むかむか感が生じて、肝臓部が重苦しくなり、肝臓腫瘍増大に向

かわせる種類のもの。無臭であるが頭に重苦しさを与え、血圧上昇をもたらすもの。化学

臭がして頭が重苦しく、むかむか感も生じて血圧上昇をもたらすもの。など数種類のもの

があります。 

 

そしてこれらの有毒ガスには、家内には自覚症状をもたらさず、私にだけ体調反応の異常

をもたらすものもあります。これは私には、たとえばカフェイン、解熱剤、鎮痛剤などは

強く作用して、体調反応異常をもたらすのですが、家内には何も感じさせないというよう

に、私と家内との体質の違いを使って、私には体調反応異常をもたらすが、家内には自覚

されないものが用いられていると考えられるもので、これによって家内に疑心暗鬼をもた

らさせようとしていると思われるものです。 

 

このような有毒ガスを使い分けながら、私にはダメージを自覚させながら、実際に肝臓腫

瘍の増大や血圧の増大をもたらすことで、私を肝臓癌死に追い込む攻撃が、自宅内部で行

われているという状況です。 

 

攻撃の存在と山口県警による犯行であることの証拠は十二分にある 

私が攻撃を受ける端緒となったのが、後をつけてきてとても危険な運転をする車と家内が

認識した暴走車による襲撃でしたが、私がその特徴から「権力による弾圧ストーキング」

と名付ける各種多様な攻撃は、警察の隠密部隊による攻撃が主体であることから、証拠を

示しにくいのが特徴です。 

しかしこれまで示したことでわかるように、私が攻撃を受け、被害が発生していることは

隠しようのない事実であることが明らかです。 

 

暴走車に関しては家内が危険な運転の車と認識するものですし、教員の目撃者もいます。



また全国に存在する「権力による弾圧ストーキング」被害者のほとんどが経験するヘリコ

プターのストーキングも、音声資料を聞いていただければ、このような攻撃が存在するこ

とは誰でも明らかにわかるものですし、家内も異常な低空飛行してくるヘリコプターとい

う認識を持っています。 

 

さらに私を救援しようとする友人たちには警察の威嚇が及ぶことから、これらの友人たち

は私が警察に狙われ攻撃を受けているということを認識しています。このように私が攻撃

を受けていることは、第三者も認識するというように、事実であることは間違いありませ

ん。 

またそれらが警察によるものであることも、第三者にも分かることですし、あちこちの地

域で発生している類似性のある「権力による弾圧ストーキング」が警察によるものである

ことは明らかであることからも、わかることでもあります。 

 

このように私が警察による攻撃を受けていることは明らかですが、その中でも私の命を脅

かし続ける毒物攻撃は証明のしにくいものではありますが、現在なされている自宅内有毒

ガス攻撃の証拠は最初の示した検知管式測定具での検査で明らかになったように事実です

し、また私の腫瘍増大速度に示された大きな差から示されています。 

 

このように私が攻撃を受けていることは客観的に示しうるものであり、このことを私は最

高検察庁、広島高等検察庁に提出した告訴状で示したのでしたが、この告訴状を回送され

た山口地方検察庁は、私の提出した毒物混入のサプリメントや医薬品を検査すれば明らか

である事柄を、検査もせずに不起訴の結論を出したものと思われる次第です。 

要は警察の正式の業務としてなしている、憲法違反、刑法違反、ストーカー規制法違反の

弾圧ストーキング攻撃を検察はとがめることができないということだと思われるわけで、

もはや日本では警察の不法行為を問いただす手段がない状態にあるといわざるを得ません。 

 

今私は自宅内における有毒ガス攻撃、そして現状の中で明らかになってきている電磁波攻

撃を連続的に受けています。これらの攻撃で、一つには肝臓腫瘍を膨大させる影響を受け

続けていることは検査結果に表れていますし、血圧に関しても異常に高い状態にさせられ

ていることも自分でなしている血圧測定などでも明らかです。そして電磁波と思われるも

のでは、頭に強いもやもや感とふらつきをもたらすもので、特に風呂場における攻撃は、

裸で無防備な状況においてなされるので、転倒の危険性がきわめて高く、ガラス戸への衝

突などを含め非常に危険なものであると思われます。 

 

このような状況にありますから、私が肝臓癌、脳障害などで死亡ないしは重大損傷を受け

た場合には、山口県警によるものであることを宣言しておきますし、そのほか暴走車、危



険運転など交通事故による被害も山口県警によるものと判断できると思います。 

また自宅内部にガスや電気を送り込む手段を持つということは、私の自宅が火災を発生し

たり、細菌、ウィルスなどの攻撃も受けうることを示しますし、私や家族がこのような被

害を受けた際にも山口県警であると判断してよいと思います。 

 

このような山口県警の攻撃は客観的な証拠が十二分にあるものですから、山口県警が私の

口をどうしても封じたいという動機はまた十二分にあることもこれを読んでいただいたみ

なさんにはお分かりいただけることと思います。 

私を妄想患者に仕立て上げ、見かけ上は自然に見えるような殺し方で殺そうとすることに

山口県警が全力を挙げていることは容易に想像つくと思います。 

 

警察が正当な理由なく、恣意的な判断で、国民を不法に殺そうとすることをこのまま認め

るということは、日本の警察が警察にとって不都合な人間、あるいは警察に指令を出しう

る人間にとって不都合な人間を、殺すことを認めることになり、そのターゲットには誰で

もなりうることを示します。 

まさに権力による暗殺がなされる国といってよいと思われます。 

 

情報拡散と警察協力機関の憲法順守への働きかけを 

ここに示したものは、日本の警察が法に従わずに人殺しをする組織であることを証明した

貴重なものであると思います。 

これを読んでいただいた皆さんには、資料で示したものを含めて、ぜひ資料確保をしてお

いていただけたらと思いますし（いずれこれらの資料などは消される可能性が高いと思い

ますので）、内容を冷静に客観的に理解いただいて、私の命のしみ込んだ証拠をぜひ活用し

ていただきたいとお願いします。 

 

日本には現在、国民の人権が最大限尊重されなければならないことを規定した最高の法律

である憲法が存在します。 

私の身に現在生じていることは、これとはまっさかさまな事態です。私はたまたま、警察

に殺人指令を出しうる官僚管理職の近くにいて、彼に恨みを持たれたのだと思いますが、

誰でもそのような事態に遭遇する可能性はありますから、国民のだれでも私のような立場

になりえます。権力側の人間に睨まれたら、起こりうることだからです。 

 

一部の権力側の人間を除いて、この状況を望む人は誰もいないのではないでしょうか？ 

そうであれば、この事態は改められるべきではないでしょうか？ 

現在の日本は、警察の威圧下に置かれています。マスコミが官僚権力の言いなりにならざ

るを得ないのも、警察の威力が官僚の背後にあるゆえにであり、議員諸氏が官僚に対する



強い姿勢を取れないのも、同じ状況から生まれています。 

 

警察に睨まれれば命が危うくなる。これが日本社会を民主主義から程遠い、暗黒社会にし

てしまっている一番大きな原因だと私は思います。 

そのような警察を憲法を尊重する組織に改めるためにも、ぜひ私の救命のために、ご協力

をお願いできたらと思います。 

 

具体的には、私が訴えている事実を、なるべく多くの方に伝えていただきたいと思います。

このようなことが社会の裏側で、かつ多くの民間組織が、警察の殺人攻撃の協力者として

存在していることを伝えていただき、このような民間組織が憲法を尊重する立場、国民の

生活や安全を守る立場を取り戻すことを、働きかけていただきたいと思います。 

薬局、ドラッグストア、スーパー、宅配便業者、集団購入組織、学校教職員、郵便局、電

話局などのかかわりが存在しています。 

 

またこの問題は、弁護士も手を引いてしまい助力を得られません。弁護士会などの組織に

も警察の非合法問題を取り上げるように働きかけをお願いします。またマスコミや議員も、

これらの問題は避けますが、ぜひ取り上げるように働きかけをお願いします。 

山口県警やそれに影響力を持つ、山口県公安委員会、山口県知事などへの働きかけ、たと

えば嘆願書などを提出していただくようなことも効果があるかと思います。 

 

ぜひ皆さんの助力で、私の命を救っていただきたいと思いますが、私の命を救っていただ

くことが、とりもなおさず、日本の警察の憲法違反なあり方を、改めることにつながるこ

ともご理解いただければと思います。 

日本の警察が憲法を順守する警察に刷新され、日本が憲法の生きる民主主義の社会を取り

戻すためによろしくお願いをいたします。 

 

権力機関の暴走を防ぐには立証責任の転換のルールの適応必要 

なお一点述べておきたいことは、このように警察の非合法、隠密攻撃を受けた場合には、

現在の日本では一切の救済処置がない状況にありますが、これは基本的な人権が最大限尊

重されるという憲法の趣旨から行けば違憲状態にあると思います。 

これを改めるには、警察のような強大な組織、資金、情報、技術を有する機関が、違法行

為を国民に働いた場合には、公害問題などで使われた立証責任の転換のルールを、裁判で

なくとも適応すべきだということです。 

攻撃を受けた国民が、間接的であれ、警察関与を示した場合には、警察が関与していない

こと、さらに警察ではなく誰がその攻撃を行っているかを明らかにできなければ、警察関

与を認めるルールを適応することを法制化して、かつそのようなルールを運用する行政機



関とは独立の組織が設けられるようにすべきということです。 

 

私は検察にこの立証責任の転換を用いて、警察を起訴するように求めましたが、立証責任

の転換のルールを適応すれば十二分の証拠がありながら、検察は不起訴処分にしました。

これらを踏まえても、先に示したように、弁護士も援助しない場合もありうるので、裁判

でなくとも、このルールを国民の基本的人権尊重の立場からは用いるべきと思います。 

 

 


