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告発人 住所 札幌市東区伏古 2条 4丁目8番 14号

職業 会社役員

氏名 山本弘明

丁EL011-784-4060
FA× 011-784-5504

被告発人 住所 札幌市中央区北 1条西 6丁目2

職業 株式会社損保ジヤバン職員

氏名 日下部

氏名 谷□

一］
平成 26年 4月 29日

被告発人 住所

職業

氏名

札幌市北区北 23条東 14丁 目

××石油株式会社 (勤務先 )

ガソリンスタン ド従業員

X× ××

告発先

住所 〒060-0042 札幌市中央区大通西 12丁目

札幌第三号同庁舎内

氏名 札幌地方検察庁 小寺哲夫検事正殿

告発理由

1、 上記被告発人×××Xは 、告発人も当事者となつている平成 25年 12月 2

0日 午後 6時 10分過ぎ、東区伏古 10条 5丁 目と、東苗穂 5条 1丁 目の間の、

苗穂中通に、双方が自家用車で、向かい合つて45メー トル程度離れた丁字交差

点から、告発人は、一時停止を重ね、左右の安全を確認の後、環状通り方向に右

折で本線に進入した。一方被告発人××××は、告発人の車が、徐行しながら苗

穂中通に侵入した後、左右の安全確認もせず、猛烈な速度で右折で苗穂仲通 |こ 、

札幌新道方向に向かつて進入し、更に加速し続けた後、告発人車両が徐行しなが

ら右折しているのを発見し、急ブレーキを踏み続けたが、猛速故止まる事が出来

ず、22～ 23メ ー トルABSを 作動させたタイヤがロツクした制動痕を残しな

がら、時速 30～ 40キ ロメー トルかそこらで、告発人の車両右後部 ドアに激突



して、告発人と、告発人車両の助手席に同乗していた、告発人娘 X× Xに怪我を

負わせた事実が有る。

2、 この人身交通事故発生後、事故担当の札幌方面東警察署交通二課、竹内警部

補は"54年 前に警察庁科学警察研究所が発表したブレーキとタイヤの摩擦係数

から割り出したと言う、54年間絶対の自動車の速度毎の制動距離データが、絶

対の科学的証拠と主張し、××××の自動車の速度を60キ ロメートル程度と断

じ続けた事実が存在していて、上記科学的根拠による、被告発人×XX× の事故

車両の事故当時の速度の確定根拠も、科学的根拠の出自を記載し、警察調書にも

記載する旨答えている事実も存在する"

3、 ×XX× が任意自動車保険に加入していると、XX× ×、株式会社損保ジヤ

バン札幌支店職員、被告発人日下部、谷□が、告発人に回頭のみで伝えた、告発

人日下部、谷□両名は、事故後 5日程経過の後、告発人自宅を訪間し、事故現場

も確認の後、54年前の警察庁科学警察研究所発表の、ブレーキとタイヤの摩擦

係数から割り出した速度毎の停止距離が絶対の根拠であるので、ブレーキ痕から

科学的に害」り出した結果として、X× X× の車は、事故当時時速 60キ ロメー ト

ルで走行し、急ブレーキ制動を行つたが、54年前の警察庁科学警察研究所発表

のブレーキとタイヤの摩擦係数から割り出した時速 60キロメー トルの場合、ブ

レーキを掛けてから、ブレーキが効き出して停止までの距離は、30メー トルと

科学的に立証されており、東警察署竹内警察官、担当検事も同じ科学的に立証さ

れた答えを出す旨断言し、以後も同じ主張を繰り返し続けている事実が存在する。

4、 告発人は、事故状況から見て、被告発人××××の車は、右折で苗穂中通に

猛烈な速度で進入し、更にカロ速した後急制動を掛けたが、速度が尋常を超えた、

時速 80キ ロメートルを超えた速度に達していた結果の事故と、状況力`ら考え、

再三に渡つて、東警察署竹内警察官、被告発人損保ジヤバン札幌支店谷回、日下

部、告発人がbEl入 している任意、自賠責自動車共済 」A共済連北海道、X× 、×

×担当他賠償業務部署担当に対して

「告発人山本と、被告発人XXXXの 過失傷害罪 (刑 法第 209条 )の凶器と看

倣される事故車両を証拠保全せよ、と刑法を正しく適用させ、立証を果たす必要

から求めたが、東警察署竹内警部補は、凶器の証拠保全に動かず、被告発人 X×

××、谷回、日下部三名は、早急に被告発人×××Xの過失傷害罪の凶器である

車両を4疹理し、まんまと事故状況等を、科学的に、法律的に立証する、証拠の凶

器、事故車両の損壊部品全てを失わせた、刑法第 104条、証拠隠涸の罪を行つ

た事実が存在している"」

5、 この、被告発人×XX× の過失傷害罪を、正しく科学的に立証する証拠であ

る事故車両の証拠隠潤目的修理と事故部品抹殺に付いて、被告発人株式会社損保



ジャバン、谷日、日下部は

「正しく人身交通事故状況を、物的証拠の事故車輌損壊部位を科学鑑定せず、 5

4年前の警察庁科学警察研究所発表によるブレーキとタイヤの摩擦係数から導

き出した制動距離のみを証拠に用いる事で、告発人を一方的加害者であると東警

察署竹内警部補共々、刑事訴訟法手続きによっても確定させて、刑事訴訟法手続

き書類の写しを入手して、告発人加入任意自動車保険、 」A共済から、被告発人

×X× ×の人的賠償金、及び車輌の修理費用、損保ジャバンが修理工場に支払い

済みの金員の回収を果たせる、告発人山本弘明と山本×××への賠償を行わず済

む、告発人が被疑者となって送検され、刑事罰を科される事は、過去の車同士の

人身交通事故の扱いを持っても、54年前の警察庁科学警察研究所発表データか

ら導き出した速度毎の制動距離を絶対証拠として、事故車輌の証拠保全、科学鑑

定を行わず、事故状況、加害者、被害者を確定とさせている例を見ても必定なの

で、何度か」A共済に、被告発人×X× ×の事故車輌の修理費用回収目的の連絡

も行つている事実が有る」

と、今月25日午後 2時 26分、損保ジャバン被告発人谷□が、告発人の携帯電

話に連絡を寄越し伝えて来た事実も存在している。

6、 なお、告発人の事故車輌の修理に付いては、事故発生後すぐに、札幌市東区

東苗穂 X条 ×丁目 1-X× 、有限会社丸祥××自動車整備工場社長を現場に告発

人が呼び、被告発人のスリップ痕等を発見して貰つて、実況見分にも立会いを行

って貰い、竹内警部補が、告発人が求めた告発人の事故車輌の損壊部位の部品の

証拠保全、科学鑑定要求等を拒み続けたが、事故から二ヶ月も経過の後、ようや

く告発人の事故車輌の捜査、事故部品の写真の証拠保全とイ彦理工員への事情聴取

を行つた事実が有るが、当然過失傷害罪の凶器は、共に失われているが、告発人

側は、過失傷害罪の凶器の保全と科学鑑定を竹内警部補にも、再三求め、拒まれ

続けた事実が存在するので、証拠隠湖罪の適用はなされないと考える。

7、 以上の決第であるから、被告発人 3各の所業は、刑法第 104条、証拠隠浦

罪、刑法第 209条、過失傷害罪の凶器を失わせた事件に該当すると考えられる

ので、まして、」Aか ら共済保険金を詐取しようとの目論見による犯罪行為なの

で、告発人 3名 を厳罰に処する事を求め、告発する。

証人、告発人側の住所、氏名、 」A共済連職員、自動車整備工場修理工員の身分

は上記文中に記載済み。

証拠書類 事故現場の事故状況見取り図、告発人記載書面。

被告発人阿部 X× の名刺写し。



@保険業法、自動車損害賠償保障法違反事実を持ち、次の事業者に対し、御

庁でも事実調査の上、自賠法、保険業法違反、重大な刑事罰が科される違反

行為を見出したなら行政処分を求める、なお、農林水産大臣には、」A自賠

責、任意自動車共済保険金を詐取される事を防止する為の事実調査と詐欺の

防止対策を講じる事を求める

@別途会計検査院には、自動車損害賠償補償法違反行為が常態化している事

実を持ち、国税としての自賠責保険料資金の自賠責事業を請け負つている事

業者による犯罪支払いの事実を、国から独立した国税資金の違法、犯罪使用

調査期間責任に置いて調査し、犯罪事実を見出したなら国民に事実を公表し、

正しく処分を科すよう求める

平成 26年 4月 29日

行政処分申立先国の機関

国土交通省 太田E召宏大臣 (補償制度参事宮室、滝沢担当 )

T ttL 0 3-5253-8586
FAX03-5253-1638
麻生太郎副総理、財務、金融大臣 (損保係 )

丁EL03-3506-6000
FA× 03-3506-6115
林芳正農林水産大臣 (相 田担当 )

丁EL03-3502-8111(52-20)
FAX03-3502-8082

河戸光彦会計検査院院長

丁EL03-3581-3251
FAX03-3593-2530

損保犯罪被害者の会

札幌市東区伏古 2条 4丁目8-14
(有 )HAハ ウスリメイク 山本弘明

丁巨L011-784-4046
FA× 011-784-5504



@上記自賠法、保険業法違反事実に付いては、別紙札幌地方検察庁検事正に

対する告発人山本弘明による被告発人株式会社損保ジャバン札幌支店、日下

部、谷□両社員、及び平成 25年 12月 20日 午後 6時 10分過ぎ派生、山

本弘明運転乗用車との人身交通事故相手、×X石油株式会社勤務、×XX×

に対する」Aの 自賠責、任意自動車共済保険金詐欺も目的とした、X× の力日

害事故車輌、過失傷害罪 (刑法第 209条 )を 起こした凶器の損壊部品抹殺、

証拠隠滅罪 (刑法第 104条 )で の告発状記載を持って証明する事とします。

損保ジャバンには、××××の過失傷害罪を起こした事故車輌を、過失傷

害罪の凶器としての証拠を失わせる目的で、証拠隠滅した修理工場との間で

交わした協定文書、及び山本弘明、」A共済連札幌と損保ジャバンとの荷電

証拠も残されているので、上記過失傷害罪を立証する証拠の隠浦犯罪事実、

及び任意自動車保険賠償金詐欺踏み倒し、」A共済自賠責、任意自動車共済

保険金詐欺の一定の証拠を行政庁でも正しく押さえられます。

「更なる裏付け調査は、刑事訴訟法手続き業務を行つている捜査機関から

も自賠責事業者、」A、 東京海上日動からも、その内取れますので、必ず正

しく監督責任を科されている国の機関としての責任を負い、訴えの事実確認

と訴えの内容が正しい場合の、損保ジャバンに対する行政処分を求めます」



平成 26年 4月 20日
太田国土交通大臣

T匡 L03-5253-8111
技術製作課、葛西担当 (42-214)
FA× 03-5253-1639
補償制度参事官室、滝沢担当

丁匿L03-5253-8586
FA× 03-5253-1638
林芳正農林水産大臣

協同組織課相田担当、自賠責、任意共済担当 )

丁EL03-3502-8111(52-20)
FA× 03-3502-8082
麻生財務、金融大臣 (損保係 )

TttL 0 3-3506-6000
FA× 03-3506-6115
アウデイ月寒 本原支店長

丁EL011-851-3154
FAX011-851-6846

損保犯罪被害者の会

札幌市東区伏古 2条 4丁目8-14
(有 )HAハ ウスリメイク 山本∃ム明

丁巨L 011-784-4046
FA×  011-784-5504

@ア ウディA6ク ワト回 (9年程度前の車種)は、 1960年 警察庁科学警察研

究所発表によるフ
゛
レーキとタイヤの摩擦係数を持ち製造、販売され、走行が認め

られているとの警察、法曹三者、自賠責事業、任意自動車保険、共済事業共通の "

絶対の科学鑑定による答え"の真贋を答えるよう求めます、」A,損保ジャバン

による自賠法違反を公認する法の根拠を答えて下さい

1、 アウディには先ず別紙をご覧頂きたいのでお願いします。今までの文書送付

にもより「昨年 12月 20日 午後 6時過ぎ、私と阿部研斗による、双方が45メ
ー トル程度離れて向き含つて、双方が右折で含流道路に侵入して衝突した人身交

通事故原因を東警察署交通二課竹内警部補、阿部加入任意自動車保険日下部、谷

回、自賠責調査事務所は、阿部の車、アウデイA6(9年 程度前のクワトロ)は 、

時速 60キ ロメー トルちょっとで直進して、山本の車、三菱アイを 134メ ー ト

ル手前で右折待ちしていると認め、アイが徐行で右折侵入した事を45メー トル

程度手前で認識し、急フ
・
レーキを掛けたが"15メ ートル程度ブレーキを踏んで



から効くまで掛かり、その後 22～ 23メートルに渡ってABSが作動し続けた

フ
゛
レーキ痕跡を、乾燥アスファル ト路面に残しながら滑走し、時速 30～ 40キ

ロ程度までしか減速出来ず、アイ右後部 ドアに激突した事故である、加害者は山

本と確定済み"こ う断定したと公式に私に通告済みです」

2、 このアウディA6のブレーキ性能は、 1960年 警察庁科学警察研究所発表

のブレーキと摩擦係数により書」り出された自動車の速度毎の停止距離数値が絶

対根拠である、この科学的数値はこのデータ公開後の現代まで共通のブレーキ、

タイヤの摩擦係数絶対数値である、この数1直 でつも自動車、タイヤが製造販売さ

れている、と断じて居ます。

「国交省回答は"今のフ
゜
レーキ、タイヤの摩擦係数基準は国際基準で、そんな古

いデータ等当然使えません、でした"」

@科警研究所が 1960年 に発表した、タイヤとブレーキの摩擦係数による、速

度毎の"現代の車とタイヤも共通となっている科学的制動距離 "

:時速30キ ロメー トルからの急制動一停止距離 11メー トルで共通。

:時速 40キ ロメー トルからの急制動-17メ ー トルで停止で共通。

;時速 60キ ロメー トルからの急制動-31メ ー トルで停止。

※これは急制動のデータ、ここにブレーキ制動開始からブレーキが効 くまでにメ

ーター数と、普通のフ
｀
レーキ捜査の場合の制動距離が加算される"1960年 発

表の警察庁科学警察研究所発表データで、今も世界中の自動車がフ
゛
レーキ、タイ

ヤの摩擦係数数値によって製造、販売されている"従 って阿部には過失責任は無

し。

3、 国交省、アウデイには「上記阿部所有アウデイのフ'レ ーキ、タイヤの摩擦係

数設定が、警察、法曹三者、自賠責事業、任意自動車保険、共済事業社員の確定

根拠使用が、事実か違うか答えて頂きます"ア ウディは今もこの 1960年 の数

値で自動車を製造、販売して、日本国も含法認定しているのですか "」

刑事、民事訴訟法手続きと半」決、自賠責、任意自動車保険、共済事業で常に使

われ、通せている数値が真実か否力`、非常に重要ですから.

4、 農林水産省は過去から"示談代行行為、自賠法第 15, 16条による自賠責

保険への請求行為には、自賠法が正しく適用される"と答え続けていて"一方農

林水産省は、」Aの 自賠責、任意自動車共済事業には、自賠法から適用されない、



この事業で集めた資金は、」Aの民間事業者資金である"と答えています、この

事実を先ず再確認します。

5、 上記人身交通事故で「上記根拠が絶対として"阿部力日入任意損保損保ジャパ

ンは、私が加害者と確定済み故、私と私の車に同乗していた娘への人的賠償と、

私の車の事故部位の1参理費用は一切支払いせず、と通告し、実行しています"自

分の加入しているJAの人身傷害特約と、自賠責保険を使えとも命じています」

6、 一方私の事故車両力日入、」A自賠責、任意共済事業は"私と娘への人的補償

は、事故後 6ヶ 月を基本上限とし、以後の同事故の1蚤我の治療、被害に付いての

補償、賠償は協議して」Aの全裁量で確定させる"こ う事前に私と娘、治療先に

通告しています。

「JA,損保ジャバンの上記業務が、自賠法違反、保険業法違反、自動車保険

共済法違反とならない関連法律を/AR文書で出すよう求めます」



平成 26年 4月 17日
太田国土交通大臣

(補償制度参事宮室、滝沢担当 )

FA× 03-5253-1638
林芳正農林水産大臣

(協同組織課、相田時倍、任意共済担当 )

FA× 03-3502-8082
札幌高検、地検刑事部、交通部

FA× 011-222-7357
北海道警察本部本部長

丁巨L.FA× 011-251-0110
」A共済自賠責担当 (堀切荻長 )

FA× 011-271-2964
東京海上日動自賠責 (小泉担当 )

FA× 011-271-4839
料率算出機構調査事務所 (大沢課長 )

FA× 011-709-1175
損保ジャバン自動車損害第一サービスセンター (板倉課長 )

FA× 011-281-5182
損保犯罪被害者の会

札幌市東区伏古 2条 4丁目8-14
(有 )HAハ ウスリメイク 山本弘明

丁巨L 011-784-4046
FA×  011-784-5504

@昨年 12月 20日 午後 6時過ぎ発生人身交通事故で、確認済みの事実二題、国

交省と農水省は確認文書に文書回答するとの事なので、回答願います"時速 60
キロメー トルで急ブレーキを掛けた場合、31メー トルの停止距離が必要との研

究結果は、 1960年 の研究結果と、科警研究所回答を得ています

1、 本日電話で国交省、農水省上記部署と確認済みで、答えを記載した文書も、

私に発行して下さると約束して頂いた回答文書用の記載です。

確認事項、山本より滝沢、相田様ヘーー上記人身事故で、人身被害の賠償自賠責

枠上限は、私、娘、阿部氏それぞれが"東京海上、 」A自 賠責事業、事前審査任

意損保損保ジャバン、 」A共済が良いと言えば、東京海上、 JA共済自賠責それ

ぞれ 120万円ずつ、一人合計 240万 円を自賠責支払い上限として良い"この

答えを頂いたので、この内容を、文書でも出して頂 くよう願います。



2、 本日私から、東警察署交通二課竹内警部補、事故担当者に電話にて確認した

事実がこれでした。

竹内警部補一―警察庁科学警察研究所の発表データで、時速 60キ ロメー トルカ`

らの制動には31メー トル、40キロメー トルなら17メー トル、30キ ロメー

トルなら11メー トルの停止距離が必要と、科学的に立証されている、絶対正し

い科学的データだ、山本が実験で得たデータの、時速 60キ ロメー トルからブレ

ーキを掛ければ、スタッドレスタイヤでも 12メ ー トルで停止したと言う結果は、

参考のデータで使えば良い、科警研の発表データが、事故の現場でも言つた通しブ、

あの時は30メー トルと言つたが、31メー トルの距離で絶対のデータだ、科警

研にも確認して見ろ、研究発表年度は知らないが、このデータ等が、山本が加害

者、阿部が被害者と出来る、警察の持っている絶対の根拠だ。

3、 私は、警察庁科学警察研究所に電話をしまして、総務課深沢氏に、竹内警部

補の言葉を伝え、私の実験結果、時速 60キロからブレーキを掛ければ、スタッ

ドレスタイヤで 12メー トルで止まった事実と、プレーキ自動制動装置、時速 4

0キ ロ程度で、固定した障害物を前方に発見し、一秒前にフ
ト
レーキを自動で掛け

れば、ぶつからず停止する機構がテレビ放映もされている事実、 8～ 9メ ー トル

で止まれるから成立する機構、科警研データの 17メー トルの制動距離が必要な

ら、ぶつかっている事実他を伝えて、警察庁科学警察研究所発表データが、何時

のデータか等確認を、竹内警部補の指示通り行いました。

4、 深沢氏は竹内警部補の言葉に驚きました、それで、次の動きを取つて下さい

ました。

深沢氏一一あの実験データは参考データです、警察、司法関係、損保、共済、自

賠責事業に使わせていますが、絶対のデータでは無いです。実験年度は調べます、

その前に (警察庁として)竹内警部補に連絡をして、事実確認を行います、その

後電話致します、山本さんの電話番号を教えて下さい。

5、 暫く経過してから、警察庁科学警察研究所 (丁 EL04-7135-800
1携帯電話コピーを添えます)か ら電話が来ました。

深沢氏一一あの速度毎の停止距離の実験結果データは、 1960年 の発表データ

です、以後の実験データの公表はしていません、新規の研究の有無は分かりませ

ん、図書館でも、この 1960年 の研究発表データを調ぺられます、竹内警部補

とのやしノ取りは～～ (当事者以外には秘匿の情報 )



6、 このように「竹内警部補、損保ジャバン、調査事務所他関係機関が"科学的

に証明されている、警察庁科学警察研究所が実験して公表している絶対正しい科

学的データである"と して、強制適用に走つたデータは、54年前のデータでし

た、全く絶対の科学的根拠では無いです」

7、 このように、警察、司法、行政、損保、共済、自賠責事業が絶対の科学的根

拠データとして、強制確定させて、交通事故の立証を通しているデータは、時代

錯誤を極めた、データ発表している警察庁科警研も「絶対の科学的データ等では

無い」と認める代物でした。

私がカロ害者と確定させられる絶対の根拠としている、警察庁科学警察研究所発

表データも絶対の科学的データでは無いと警察庁も認めたのです。こんな半世紀

以上前のデータを、科学的で絶対の根拠証拠として来たのが恐ろしいです、冤罪

の構図の一つの立証です。



12E10

0118912515

110:35

E・ d し「 ドllご■tf∪H〈 中て, 6ご :口こ  魯年…レ日―
「

T`



鮒

酬

＝
脚
＝
＝
＝
＝
」
′

　
一

J.
4   .

I

1      タ

リ

ー

ー

ー

√

∫

1

1

フV

け

|

や
庄

i

λ l

|

|

ヽ

F二L≦≡lき
口iti斗負

■

　

■
●2

職車場

― ― ― ・

― ―
II

嗅

●
”

r

ノ 夢Lョン

し,だ由
=中

tittH三 中t)   魯
=:日

な  魯I―レQ―卜Ti



3/9´ミー

団爆'飾 酪》

層ll申電
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平成 1● 中 1月 13日

各蟷慮義備臓 載‖翻嵐 離
栽悔滋闘搬腱 瞳讚椰 雛路計画議長 贈
榊鵜縄合事精島 脚捕建設部長 鵬

朧疇島 道賄胸A対策壼彙

遭腱191雪作機尊に伴 ラ事触防止について

標雌にういでは、A・職におかれても耕な宇崚筋上に

"め
られているこ

とと感慮するが、今繊、縛り添中とぉ り、lL諄麟菫鷹申凛南においで、解
磁織雷作纂に椰 ゥ人身事故が発生 したところである。

今キにおい■は、金園的に籠豫的な障雪む腱錯 してお り、今書藝蹴路
線管檸瀬椰にうい、1ま、姜金確保格″金を期されたい。

な鍮、鶯讐T道騰讐秘宥に対・しても、二●F周知力ぉ取り計偽い轟い
た い .ヽ

T・ J ニタ「
白二■t'り H三 中て, 8=:□

=  
日T―レ'ロー
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平成 26年 4月 13日
河戸光彦会計検査院院長 (広報高橋担当 )

T巨 L03-3591-3251
FAX03-3593-2530
太田国土交通大臣 (補償制度参事宮室、菅丼、滝沢担当 )

丁巨L03-5253-8586
FAX03-5253-1638
林芳正農林水産大臣 (協同組織課、相田自賠、任意共済担当 )

丁巨L03-3502-8111(52-20)
FA× 03-3502-8082
札幌高検刑事、

・
交通部

丁巨L011-261-9313
FAX011-222-7357
東京海上日動、 」A共済自賠責、任意 自動車保険、共済部署

FAX011-271-4839
FA× 011-242-3172
損保ジャバン第三サービスセンター、板倉課長

F∧ X011-281-6522
札幌市国保企画課、松野課長

FAX011-218-5182
損保、共済各位

損保犯罪被害者の会

札幌市東区伏古 2条 4丁 目 8-14
(有 )HAハ ウス リメイク 山本弘明

丁EL 011-784-4046
FA×  011-784-5504

@時速 60キ ロメー トル走行からブレーキを掛けると、停止までの距離は 30メ
ー トルである、この警察、法曹三者、自動車保険、共済事業職員への統一洗脳教

育による確定データは虚偽と、走行実験で立証 しました"虚偽の答えを洗脳によ

つて統一の正解と確定させて居 るのです "

1、 昨年 12月 20日午後 6時過ぎ発生、私と相手方阿部が、向かし`含 つて 45
メー トル程度離れた交差点から右折 して車線 |こ 入 って起きた事故「私は、左右の

安全を確認の上、徐行で右折 し続けた」「阿部は、一時停止もせず、猛烈な速度

で、私が右折 し出 した後に右折で進入路に突 っ込み、更に加速 し続けて、うちの

車に気付き、タイヤを回ックさせる急ブ レーキを踏み続けたが、 22～ 23メー

トルタイヤのス リップ痕を路面に残 し続けて、時速 30キ ロメー トル以上の速度



でうちの車の右後部 ドアに激突した」

2、 この人身事故で、東警察署、私が加入している自動車共済 JA,相手方自賠

責損保東京海上、算出機構調査事務所、任意損保損保ジャバンは「国家権力から

洗脳を受けて、統一で持たされている虚偽の答えを統一で吐き、私が加害者、阿

部を被害者と談じました」

;安部が被害者との、警察 (法曹三者、警察の捜査通ιプを事実と確定させている)

損保、共済の根拠理由―一一阿部は時速 60キ ロメートノ♭で走行していて、私の

車が右折で出たのを見て、40メートル以上の距離で急フ
・
レーキを掛けたが、 2

2～ 23メ ー トル程度タイヤを回ックさせて路面にスキッドマークを残しなが

ら滑走し続けて、時速 30キ ロメー トル以上にしか減速出来ず、私の車に激突し

てようやく停止出来た"時速 60キロメー トル走行なら、急ブレーキを掛けて停

止出来る距離は30メー トルと、科学的に立証されている、阿部の車のタイヤロ

ック痕で阿部の主張が正しいと科学的に立証されている"

3、 この国家権力が統一で洗脳により確定させている停止距離は虚言と、実際に

実験して理解した私は、昨日次の条件でテストを行い、動画撮影も行い、時速 6

0キ ロメー トル走行でブレーキを掛ければ、30メートルが停止距離との虚言は、

洗脳による虚偽の正解と立証しました。

(1)テ ス ト日一一昨日午前中、天気1青れ、乾燥アスファル ト路面。

(2)テ スト車両一―平成 13年登録 k/1M Cス マー ト左ハンドル、スタッドレス

タイヤ、約四年前購入を装着。

(3)十メー トル間隔でコーンを路肩に並べての実験。

(4)時速 60キロメートルで"タ イヤがロックしない限界で急制動を掛けた実

験では、約 12メ ー トルで停止"助手席の乗員が前 |こ のめる停止状況。

(5)時速 60キ ロメー トルから、

～ 15メ ー トノじ程度。

(6)時速 60キ ロメー トルから、

は 16～ 17メー トル程度。

緩い急ブレーキ制動の場合、停止距離は 14

普通のブレーキ制動を行つた場合、停止距離

(7)何れの場合も、時速 60キ ロメー トルからの制動であれば、つの"ス タッ

2



ドレスタイヤですら"タ イヤのスリップ痕は付きません。

4、 実際の実験結果が立証した事実は「司法、警察、自賠責事業、任意自動車保

険、共済事業が統一で"洗脳によって、虚偽の解答、時速 60キロメー トルで制

動した場合、停止距離は30メ ートルである"との統一正解のみしか通さないと

してある事実です」夏タイヤであれば、もっと制動距離は短くなりますじね。

5、 鈴木自動車、国産自動車に「動かない障害物を前方に発見した場合、自動で

ブレーキを掛けて、ぶつからず止まる自動停止装置の基本データを確認した答え
は、次の通しプです」

;時速 30～ 40キ ロメー トル程度で走行していて、動かない障害物を発見し、

自動でブレーキを掛けて停止する条件は"出荷時に装着されたタイヤで、動かな
い障害物を発見し、プレーキを自動で掛けるのは一秒前です"時速 40キロメー

トルの場合、―秒間に進む距離は 11, 1～ メー トルです、つまり、自動停止装
置は、時速 40キ ロメー トルでの制動距離を 10メ ー トル以内と設定してあるの
です。

6、 こうした実験結果と調査結果を持って「警察、法曹三者、自賠責事業、任意
自動車保険事業は"虚偽の速度に対する制動距離データを、洗脳によって事実と
のみ認識し、常に虚偽データを真実とさせて、刑事、民事訴訟法手続き業務、自
動車保険賠償業務を押し通しているのです"」 カル ト、共産主義の定番、虚偽を
洗脳によって真実と信じ込ませ、一切事実検証をせず、疑間を挟ませず押し通す、
定番手法がこの問題でも行われているのですね。


