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コメント
まとめを更新しました。
kiirodebu 2012/06/08 23:39:45

0

真面目なツイートしてるなと思ったら、今度は信者に絡まれてたのかwwww
keroa18 2012/06/08 23:40:23

3

まだ続いているみたいだけど、学ぶ気なんかなさげの相手に対話を
続ける@Goldenpiyoさんには頭が下がります。

「KIN先生とバ

カ」 こちらの粘着ぷりりんもまだ粘っていますｗ!http://j.mp
/L8RBCa
kazooooya 2012/06/09 00:33:21

14

ひたすら政府と東電と原子力マフィアが全て都合の悪いデータを隠匿、改ざんしている。
という前提で妄想を開陳してるだけなんだもんなあ…

lc33100 2012/06/09 01:26:03

4

ていうか黄色い粉末＝ストロンチウムだったのかね？オレがいつもお風呂に入れている入
浴剤は・・・

neologcutter 2012/06/09 01:30:46

8

黄色い粉末＝「カドミウムイエロー」とか？そっちの方が数万倍恐ろしいけど…
lc33100 2012/06/09 01:37:53

3

6/5から始まってるけど、途中で黄色いデマライオンとやりあって（「私は15年放射線
を扱っています」事件）からこっちに取って返してますKIN氏。内容？触れるまでもね
ーだろ。教員の寄り添い力をご覧じろってだけだｗ

joejoeu 2012/06/09 01:40:40

6

先生の発言だけ追っていたら、究極の教えて君かと思った。
myasu1959 2012/06/09 01:46:00

1

回答に窮させることだけが目的で、延々と重箱の隅を舐めまわし揚
げ足取りを続けるだけの不毛な応酬。さんざん手間を掛けさせて礼
の一つもないのだから、普通にクズだな。見てる方はデマの類例と
対応の模範演技を見ているようで、それなりに有意義ではあったけ
ど。

maroonstar7001 2012/06/09 01:49:21

28

それにしても粘り強く対応されている先生には頭が下がります。相手はただ
絡みたいだけなのに…

XC60Rd__ 2012/06/09 02:05:28

9

joejoeu 2012/06/09 02:06:56

4

satoissai 2012/06/09 06:15:39

1

いま流行りの「小人欲求」ですよ

内部被爆ってまた・・・なんか凄いな(´!` )

KIN先生には本当に頭が下がります。しかし，あれだけ懇切丁寧に
教えて貰っておきながら，「了解。回答不能ということですね。」
，「「答えられないもの」と白状したと受け取っておきます」は無
いよねぇ…。人間としてどうかしてます。

saitoh0619 2012/06/09 06:29:10

http://togetter.com/li/317480
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黄色い粉末＝ストロンチウムとは新しく出たねぇ〜、イエローケーキじゃな
いのん？（笑

画像検索は出来んわ有意の情報は全部インボーだわ、教科書

関係なしの個人基準って何？

究極の「俺様ルール」やんｗ

moegi_kaoru 2012/06/09 09:30:22

10

絡みのプロフに「大学で放射線物理を学ぶ」とあるんだがそれ見て目眩がし
た。人の話を聞かない自分の理屈だけで考える典型が大学生活にも出てるの
かと思うと少し恐ろしい。冗談であって欲しい。

Mishnah0211 2012/06/09 09:48:41

13

今朝もまだ続いているようなので追加しました。タイトルの「うましか」には編集権があ
りませぬｗ http://j.mp/LFeHzq

kazooooya 2012/06/09 10:09:15

4

Kinositan 2012/06/09 11:57:16

0

takotsubo_2011 2012/06/09 12:11:41

4

まとめを更新しました。

黄色い粉は黄粉っていうんだホントはね〜!

えっ、議論してたの？！これ議論なの？！こういうの議論っていうの？！
norikama712 2012/06/09 12:30:09

@takotsubo_2011 ええっ？！

11

と言う事は、昨日ワタシがおやつに食べたワラビ餅

にまぶされていたあの黄色い粉は・・・

ｶﾞｸｶﾞｸｶﾞｸｶﾞｸ (((( ；ﾟ"ﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
moegi_kaoru 2012/06/09 12:49:06

5

まだやってるぜ。人のリソースを自分のわがままで食いつぶしてる
んだから、一度本来支払うべき講義料金を出してみるといいよ。早

野先生と野尻先生の指導を受けても何も学べなかった #英雄橋 とい
い、それだけの損失を相手に与えていることを自覚するべき。

maroonstar7001 2012/06/09 13:02:48

18

「チェルノブイリの黄色い雨」ググッたら「原水禁」とか「阿修羅系」ﾃﾞﾝﾊﾟブログばか
り…

lc33100 2012/06/09 13:43:19

6

ストロンチウムって色は赤紫でしょ？ 時々高速道路で燃えてる信号灯のアレ。
minkonninno 2012/06/09 14:22:25

1

この人が共同研究やったら、データの収集・整理は全部他人任せにしそうだな。てか、組
む人いるのか？

myasu1959 2012/06/09 15:02:43

1

KIN先生の対応を追っかけるだけで、正しい情報と情報収集のヒントを得ることができ
るのは良いことだけど、KIN先生の負担に見合ってるかどうかはアレですが。
myasu1959 2012/06/09 15:08:47

@minkonninno 炎色反応で赤色になるけど、通常の外見は銀白色らしいです。

5

どっ

ちにしろ掠っても無いｗ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3
%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A6%E
3%83%A0
moegi_kaoru 2012/06/09 15:47:01

3

「収束宣言」でようやく終了かと思いきや再び質問攻めかｗヤレヤレ"(´#｀)$ まとめを
更新しました。

kazooooya 2012/06/09 16:35:50
http://togetter.com/li/317480
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お、ＫＩＮさんが一旦ツイートやめたということはみんなで遊んでイイってこと？
joejoeu 2012/06/09 17:02:21

2

黄色い粉が危ないなら黄色い太いのはもっときけんじゃねw？バカが測った方が高い値が
出るのは、測り方が間違ってるだけだろw。

happytrigger03 2012/06/09 17:15:28

ヤレヤレ#(´$｀)%
そうｗ

8

「学者の倫理規準」まで持ち出してきましたねｗ こりゃ当分続き

まとめを更新しました。

kazooooya 2012/06/09 17:27:52

2

『夏休みラジオ子供相談室』にTelしてくる小学生の方が、はるかに常識的な件。
Aelivs 2012/06/09 17:59:22

7

twは議論に向いてないですねって、素人の方はこれが「議論」だと思ってた
ことに驚愕。片方は質問するばかりでもう片方がひたすら答えるばかり、に
しか見えないよ。

aacgm_lat 2012/06/09 18:17:35

12

まとめを更新しました。
Kinositan 2012/06/09 20:12:42

0

KIN先生には #カーソルさん も縦横斜めに"滅多切り"にされて、それ以来「アイコンの
写真をみるだけで吐き気をもよおす」ようになってしまったそうです(笑)

yuu_sho_ 2012/06/09 20:54:17

3

今夜も続く、理解を深めようとしない質問攻めだけの教えて君との対話。KINさんは意
外と実は楽しんでいるかもと思えてきたｗ まとめを更新しました。

kazooooya 2012/06/09 22:11:26

2

おや？ahare_asayakaにブロックされていた。このまとめをお気に入りにするとブロ
ックされるのかしらん？

yuu_sho_ 2012/06/09 22:56:51

2

じゃあ、私もお気に入りにします。手間が省けますw
hanayaneko1 2012/06/09 23:07:18

3

@yuu_sho_ カーソルさんは全部デマだったの息の根をとめるいきおいにブ
ルボッコしちゃったのですが、かれは今自分がナマス斬りにされているのに
気づいていない。

Goldenpiyo 2012/06/09 23:12:45

11

『量＝１÷質、若しくは量は質に反比例する』(マーフィーの法則：カイファクターより)
単発質問を何度も何度も何度もしたり、アホみたいにDMを送りまくる人に捧ぐ。

StrikerS_Signum 2012/06/09 23:15:47

明日、検査だってのにこの方はｗ
えての一時撤退か？

3

教えて君の根気負けか、それとも明日の早朝攻撃に備

KINさんも早よ寝た方がよろしおますｗ

。

まとめを更新しました

kazooooya 2012/06/09 23:24:38

5

ここまで自己中心的で他人のことを考えない人間も珍しい。他人は自分に無
条件で奉仕すべきとでも思ってるのか？

manmarumaruta 2012/06/09 23:25:47

9

Kinositan 2012/06/10 09:49:48

0

まとめを更新しました。

http://togetter.com/li/317480
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被曝労働者（）が金で口に戸を立てられてるってどこの情報ですか？の一言でブロックさ
れた被曝労働者（）です。

kamiyusyagod 2012/06/10 15:09:52

3

今日も平常運転の質問攻め？何ループ目かな？KINさんの大腸炎が悪くならないことを
祈ります。まとめを更新しました。

kazooooya 2012/06/10 19:43:02

2

よくわからなくて、特にどちらが正しいとか言うことは判断せずにフラットにtwを追い

かけてたんですが、真偽以前に、自分は矢継ぎ早に質問しておいて、相手の質問は無視す
るというスタンスはどうかしてると思いました。それで途中からひょっとしたら自分をは
るか上に見ていて、「相手がわかってるか確認してやる」くらいの気持ちなのかもしれな
いと考えることにしましたが、なんにせよ全体的に失礼ですよね。

tokiwa_taira 2012/06/11 03:05:49

2

KANIKA7 2012/06/11 10:03:23

2

謎の黄色い粉の正体とは！

言うに事欠いて「プロフィール詐称かもしれないな」「できの悪い。オーバ
ードクターあたりかな？」とか言ってますね。やっぱり自分の方を高所にお
いてる。でもむしろこの方の「大学で放射線物理を学ぶ」の方が嘘なんじゃ
ないかという印象。っていうか「自分はわかってる！」って信じ込んで、他
の人を見下して遠慮のない言動を繰り返して、自分が間違ってるのかもとい
う自省を一切しない、というのはダメだなと。今「わかってる」「正しい」
「間違ってない」と思ってることもちょっと疑っておこうって思った。

tokiwa_taira 2012/06/11 12:37:15

10

まだ続いてます…。
x7tsu 2012/06/11 20:44:01

1

うわぁ、ちょっと見てない間にめちゃめちゃ更新してくれてたんですね（汗）こうやって
みるとかなり色々質問されてますね。講習会開いた方がいい気ががが。

Goldenpiyo 2012/06/11 21:38:38

3

ご苦労様なことですなぁ〜質問者がこれだけの量を毎日毎日プロに教えてもらっておきな
がら何の感謝の意も感じられないのがイタい・・・

imoaraisarutaro 2012/06/11 22:01:28

3

質問に答えてもらっても「ありがとうございます」も言えないって悲しいな
。ahare_asayaka さんが最終的に何を知りたいかも分からないし、良く
続けられるなぁって思う。

SkiMario 2012/06/11 22:11:28

9

まとめようと思ってたら既にこんな凄いまとめができていたでござる。ほんとKIN先生
凄いわ。。。

kitamurakenji 2012/06/11 22:26:02

なんと教えて君は、KINさんから電話でプライベート講義をして貰えるのか？
すぎるKINさんのファンが急増ちうｗ まとめを更新しました。

2

人が良

kazooooya 2012/06/11 23:22:33

2

このどちて坊や、最初は質問を連発してKIN先生がいずれ何らかの間違い発言をするの

を待っている嫌がらせ野郎だと思っていたが、これはもう本物のコミニュケーション障害
者だなぁ。イタいというか怖いよ・・・。

kait8823 2012/06/12 09:45:55

6

直電授業を受けられたようですが、まだ絡んでらっしゃる模様。そして引き続き失礼炸裂
中。相変わらず「自分は何も間違ってないし、全てを理解している」というようなスタン
スに感じられます。あと全然論点がまとまってないのに長々と質問してたみたい。それで
http://togetter.com/li/317480
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あの態度かー。つくづく図々しいというか、おかしな人ですね。
tokiwa_taira 2012/06/12 10:03:58

4

KIN先生はつくづく忍耐強い方だと思います。私の大学時代の恩師や知り合
いの教授だったら「きちんと勉強して自分が何を言ってるか理解してから質

問しろ！」と怒ってると思う。しかもこの態度…九州大学に学費払ってるわ
けでもないのに、タダで教えてもらうのが当たり前だと思ってるのだろうか
。

julimitsui 2012/06/12 10:04:37

12

もっと議論がしたいから個人情報を教えろと勤務先に電話するってか。物乞
いが会社に押しかけて金よこせ、ってそりゃ強盗だよ。本当にやったら警察
案件にしていいレベルだな。

maroonstar7001 2012/06/12 10:12:53

11

いっそ、このまとめに答えが載っている試験問題を作り、全問正解したら教えてあげるっ
てのはどうでしょうか？正解できない＝理解していない、否、日本語が理解できないって
ことになりますから、その時点で「はい、さようなら」。

jun_aso 2012/06/12 10:36:08

1

Kinositan 2012/06/12 10:42:19

0

まとめを更新しました。

理解力の低さと知識の無さを指摘されたら、今度は名誉毀損で訴えると言い出した。KI
N先生の指摘通り、毀損された名誉よりKIN先生に与えた損害のほうが圧倒的に大きいよ
。後者は実害だしな。
maroonstar7001 2012/06/12 10:49:34

3

専門家が時間と労力割いてこんなに親切に教えてくれてるのに…。相手に聞
く気が無いとこうなっちゃう。何てもったいないんだ！！と真面目に思って
しまった。

l_p_mint 2012/06/12 10:57:41

10

いい加減にしろ。迷惑行為をしているという自覚が全くないおバカさんよ!RT @ahare
_asayaka ブロックすればいいだけの話では？
しようと思います。

@Goldenpiyo そろそろ警察に電話

taka_iwata 2012/06/12 11:12:21

2

自分が通っている大学の先生に質問した方が早いと思うんだけどなあ。 大学で勉強して
るんだろ？

misticriver 2012/06/12 11:14:04

3

まとめを更新しました。@ahare_asayaka @Goldenpiyo
Kinositan 2012/06/12 11:40:00

0

もう無視して良いのではと、思うけれど、丁寧な解説、恐れ入ります。
Ebi_floridus 2012/06/12 12:12:16

2

KIN先生すごいわぁ。やりとりのツイートが６００超えているってナニ技でしょう。
miyake_sal 2012/06/12 12:24:59

1

KINさんにはもうお疲れ様としか申し上げようがない。ただ、こうやってやりとりが
残って第三者が利用できるという点には意義があると思う。
apj 2012/06/12 12:33:32

3

テ手を引いてやれば抱っこ。抱っこすりゃおんぶ。おんぶしてやりゃ首を掻き切ろうとし
やがる。

richoutan 2012/06/12 12:37:31

http://togetter.com/li/317480
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たぶんドヤ顔なんだろうけど…。自分が変かもしれない自覚が無いってのがちょっと怖い
なあ。先生の丁重さには頭が下がるが、これ危険では？ ほら、寝言に相槌打ったり、話
しかけたら良くないっていうじゃないですか…。

yshinjing 2012/06/12 12:42:27

6

読んでるだけで疲れたというか半分くらいまでしか読めなかった。これはもう議論じゃな
くて、教育指導料貰って当然レベルの対応だろ…。

dancing_eel 2012/06/12 12:44:41

1

放射能汚染や被曝を心配しているようだが、すでに彼の脳が被曝しているようだ。早く開
頭して除染した方が良い。

jun_aso 2012/06/12 12:45:44

1

@ahare_asayaka 氏に対しては「自分の脳内妄想に合致する答えしか聞きたくなく
て無駄に質問ばかりしている」ような印象しか残らない。
間へぶっ飛んで行った気がする。

話が堂々巡りどころか虚数空

…あ、ブロックはご自由に!
akagote 2012/06/12 12:50:55

教えて君の口から「誹謗と中傷などでの名誉毀損です」とは…もう理解不能ｗ
更新しました。

まとめを

kazooooya 2012/06/12 13:02:16

教えて君が通称「チェルノブイリ法」のネタを仕入れた模様ｗ

2

3

まとめには入れていませ

んが、教えて君（@ahare_asayaka）への批判と、KIN（@ahare_asayaka）さん
への激励のツイート（http://j.mp/LjaroX）が数多くあることを念のため申し添えて
おきますｗ

kazooooya 2012/06/12 13:19:14

はたしてこちらのどちて君（@ahare_asayaka）は学習能力があるのかな？ｗ
ちて坊や」は必ず伸びる｜ビジネスデザインの教科書 http://j.mp/MxTQh2

2

「ど

kazooooya 2012/06/12 13:39:58

2

(三流)ジャーナリストに影響を受けると教えて君みたいになっちゃうのよねｗ 「keigo
mi29さんの(普通の)科学者と(三流)ジャーナリストの違い」 http://togetter.com
/li/118029
kazooooya 2012/06/12 13:47:17

2

どんなに丁寧に寛容に対応したとしてもまったく通じない人もいるんだなぁ。同じ言語を
しゃべっているのにはてしなく遠い。

aikikiw 2012/06/12 13:49:59

2

joejoeu 2012/06/12 14:51:20

2

今度こそ終わりにしてｗ

この@ahare_asayakaとやら，最悪だな…。単なる「教えて君」かと思ったら逆ギレ

して勤務先にまで迷惑かけるとは…。世の中にこんなトンデモがのさばっているというこ
とだけが収穫かも。

saitoh0619 2012/06/12 15:53:17

5

まあ、こういう人って理解したいんじゃなくて言い負かしたいだけだから、いくら科学的
な証拠や事実を積んでも意味ないんだよね

Neko_Sencho 2012/06/12 15:58:37

4

「悪魔の証明」を「悪魔の証明」で証明しろ!!それ以外はﾎﾞｸﾁｬｿの気にいらないからNG
ね（ｷｬﾊ）

相手したのが藤原ｶﾝﾄｸなら、火炎瓶投げつけるレベルのアホだ…

lc33100 2012/06/12 17:05:01

3

普通の人は、このやり取りだけで情報収集できる。有難いけど、今回はKIN先生の負担
が大きすぎる．．．ご苦労様でした。
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myasu1959 2012/06/12 17:12:51

5

まとめを更新しました。6/9にKIN先生が、まとめ主（私）に「うましか」という記述

を止めるように諭したこと、同日夜に「悪口が嫌い。彼は馬鹿ではない」っと記したこと
を、デコレーションしました。

@Goldenpiyo
Kinositan 2012/06/12 18:55:40

3

自分から国立大学教諭にまとわりついて、任意対応での解説を求めまくった挙げ句、KI
N先生に多忙及び質問者の理解力という資質を理由に対応の打ち切りを宣言された。挙げ
句が「勤務時間内のツイッター制限とか無いのでしょうか？ 」っという言葉に愕然とし
た。逆に九大から偽計業務妨害で訴訟を起こされるべき。

masafumi_kuri 2012/06/12 19:07:41

「なんで私をブロックしなかったんですか？」

2

"これも「お前だってポジショントーク

なんだろ？な？！」の一種ですよね。

joejoeu 2012/06/12 19:25:10

2

GwanChan 2012/06/12 19:25:10

4

aware_asahaka に改名するしか…。

だんだんこの手の人の割合が増えていくのだろうか・・・反原発・・・
richoutan 2012/06/12 19:28:35

2

ルイボスティ−が登場した時点で完全脱力しました＞＜
toltaroppo 2012/06/12 20:26:53

1

この人は議論する気など全く無いと思う。全てが一方的。質問攻め、答えな
い、失礼な利己的な要求ばかり。先生の仕事を妨害する為だけに４日間邪魔
し続けただけ。それに引き替え先生の誠実な姿勢（対応し続けた）事には本
当に敬服しかない。

kiirodebu 2012/06/12 20:40:11

12

なにこの残念な結果は。
kitamurakenji 2012/06/12 22:27:45

1

これはひどい。中学生でももうちょっと理解できるだろう。こんだけ丁寧に説明されて理
解できないようなら小学校から再履修が必要と思われる。

madscient 2012/06/12 23:46:20

2

「理解できない」んじゃなくて「理解したくない・理解しそうになる自分が許せない」ん
だと思う。

fx702p 2012/06/13 00:51:14

7

自分の感情を否定するような知識を拒否している印象がありますよね
yabtter 2012/06/13 01:20:17

3

風呂で読む用に読み始めたのがまずかった。妙に面白く、自分もネット上で見知った事柄
を復習させて貰っている感じで読み始めて2時間以上経過しましたが、まだ読み終わって

ません。おかげで2時間以上の長風呂にｗ 質問者の上から目線と先生の丁寧な対応に驚き
ました。

daiimai 2012/06/13 02:26:23

0

@ahare_asayaka 横から失礼。その程度の特定では訴状は書けないんじゃないかな
。

apj 2012/06/13 13:57:14

1

@ahare_asayaka 大学に圧力をかければどうにかできると考えておられるなら、大

きな勘違いです。かりに貴方が大学だけ提訴しても、そういうやり方には、発信者自身が
当事者参加して攻撃防御が可能です。

apj 2012/06/13 14:05:40
http://togetter.com/li/317480
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こっちに書いた方がいいかな。訴訟で脅したって無意味だとはっきり言っておきます

よ。名誉毀損と侮辱は扱いが違いますので、請求するときは分けて書きます。また、文言
のどれかを特定しないと訴状は書けないですね。

apj 2012/06/13 14:12:47

7

でもって、仮に、教員を黙らせる目的で大学を訴えるぞなどとやった場合、民事訴訟

では独立当事者参加という方法があります。以前それをやられて、当事者参加し、攻撃防
御を行いました。裁判所も参加を認めました。詳しくはこちら。 http://www.i-foe
.org/h19wa1493/index.html
apj 2012/06/13 14:13:55

6

裁判所まで話がいけば、「独立」当事者になると雇い主である大学も攻撃防御の邪魔

はできません。もしやったら訴訟を妨害したことになってもっと大変なことになる。つま
り、大学を脅したって教員側としてはいつでも当事者として争えるし、そのつもりがある
ことを大学にも伝えられ得わけで、意味がないんですよ。たまに事務が勘違いすることも
あるようですが。なお、私の場合は、この手のことが起きると相手の性質については事務
じゃなくて総務担当理事に説明したりしてます。

apj 2012/06/13 14:17:31

5

ただ、独立当事者参加はマイナーなので、弁護士がすぐに思いつかない可能性はあり

ます。どういう場合に当事者参加が認められるかの判例も学説も少なく、プロが見てもだ
から結局どうなの状態。ただ、ネットでの発言については発言者が裁判所まで乗り込めば
認めてもらえる前例を、下級審の裁判例で１つは作っておいたので、類似のケースに発展
した場合はご利用ください。

apj 2012/06/13 14:21:13

5

予想されるパターンとしては、とりあえず大学だけ訴えておいて、教員を黙らせると

か形だけの謝罪をさせれば和解してやる、と持ちかけるケース。訴訟費用がもったいない
という理由で大学が応じることを防がないと、情報発信を続けられなくなります。だから
、そうなる前に当事者参加をやって、勝手な和解を防がないといけないんです。また、大
学＋教員を同時に被告にされた場合は、教員は大学とは別に応訴すべきです。当然代理人
弁護士も別。大学と教員で利害が対立することもありますので、組織任せにしていたので
は防衛できません。

apj 2012/06/13 14:26:47

4

でもまあ今回はツィッターなので当事者になるとしたら本人だけで大学は相手が違う

ということになりそうではありますね。私が書いた上のケースは書き込んだ内容が学内の
サーバにあった場合ですので。それから、名誉毀損の場合は文言特定のあと、その内容が
事実摘示か意見論評かを区別しないといけません。気に障ったから提訴してどうにかなる
というものでもないです。

apj 2012/06/13 14:39:27

3

先程、うっかり読んでしまいましたのでポインタ。 神戸地裁平成２１年２月２６日判例
時報２０３８号８４頁判例タイムズ１３０３号１９０頁 松嶋隆弘・法律のひろば６４巻

６号６４頁「水商売ウォッチング」名誉毀損損害賠償請求事件〈賠償・補償・保険法判例
研究８〉

ainsophyao 2012/06/13 14:42:20

1

あ、法律のひろばに出てましたか。ご指摘ありがとうございます。一応判例時報の方

にも出てまして、さっきのhttp://www.i-foe.org/h19wa1493/index.htmlの

左側メニューをつついていただくと本文を見ることができます。判例時報よりは判例タイ
ムズの方が当事者参加の意味を強調してくれてます。法律のひろばはこれからチェックし
てきます。

apj 2012/06/13 14:54:23

3

このまとめを読んで、倫理に外れた行為を排除する社会的仕組みが必要と考えた。倫理に
外れた行為とはひたすら質問するにとどまらず、答えられなければ曲解することだ。
kjwhy 2012/06/13 16:31:14

http://togetter.com/li/317480

3

11/16 ページ

KIN先生と阿晴氏のやりとり - Togetter

12/08/16 4:27

期待はずれのバカだったゎ。
sayusayu0625 2012/06/17 01:00:23

念のためここにも貼っておく。こういう展開になった。
e.org/archive/?logid=590

3

http://www.cml-offic
apj 13 days ago

3

直前の私のblogのURLを記載したコメントですが、spam対策のアクセス制限に引っか

かって、うまく見えていないことがわかりましたので、同じ内容をこちらに転載しました
。

http://ameblo.jp/air-apj/
apj 12 days ago

1

「他の健康相談したい方々の時間も奪う害悪でした。」そうなんだよね、居るだけで害悪
なんだよｃ⌒っﾟ ﾟ)っデモとかでも「合ってくれるのが当然」みたいなこという @iwak

amiyasumi とかいたけど

t_iori 11 days ago

1

「バカなクソクレーマーがめんどくさくて、丁寧語のやりとりが途中からぞんざいになっ
ていく」様が、見覚えありすぎてわろた

t_iori 11 days ago

5

長げぇ。よくこんなのとここまで付き合ったなと感心する。会話するのが無駄なタイプの
典型なんだけどこの場合、恫喝まがいのことまでしてるから無駄なだけでなく有害ですら
ある。

amateur2010 11 days ago

3

これだけ懇切丁寧に個人授業をして頂いていたのに「了解。回答不能ということですね」
は無いよな…。教えを請う立場とは思えない。

mahbo 11 days ago

5

『教えてくれ』『教えてくれ』『東電の発表は信頼できない』『汚染マップは信頼性に欠
ける』『答えられないのは図星だからだわぁい！』『ついでにあんたも信頼できない』
p_p_m_k 11 days ago

この妄想馬鹿やろう、人として最低じゃねえか

?

4

人様の手を散々煩わせたどころか、

惑かけんじゃねえよ。まあこう言われても理解できんのだうがな。自分の方が法的にはヤ
バいこともなw

akihirohara 11 days ago

6

これは最初から理解するつもりはなくて、こういうプロパガンダの手法のような気がする
。

hy_cl 11 days ago

4

この手のキチガイは前世紀で滅んだと思ったんだがなあ。久しぶりに見たなこんなの。告
訴状ｗ。

AerospaceCadet 11 days ago

4

togetterのコメント欄がどこまで伸びるかの実験だろこれ？ｗ
AerospaceCadet 11 days ago

2

@ahare_asayaka 別にそんなモノはないですが、私に向かって侮辱発言呼ばわりとは
侮辱です。きちんとした証明か、出来ないなら撤回をしなさい。

http://togetter.com/li/317480

t_iori 11 days ago

6

tri_man 11 days ago

3
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このまとめでよくわかるのは，「プロがどんなに懇切丁寧に教えても，始めから自説に合
うこと以外は絶対に認めないと決めてしまっている可哀想な人に科学的事実を理解させる
ことは不可能であり，言葉を尽くすだけ時間の無駄である」ということですな。 訂正し
ましたよ。

ck_0504 11 days ago

4

誰のどの発言が刑法２３１条に抵触しているか書けるのかなあ？
JosephYoiko 11 days ago

4

（再コメント）論文がないものは研究対象になってないんで、「チェルノブイリの黄色い
雨」も「日本の黄色い粉」も同じようなレベルのものなんじゃないかな？「KIN先生と阿
晴氏のやりとり」

kuratan 11 days ago

0

前にコメントしたときとは見出しが変わってたので訂正・削除しました。これから過去ツ
イートとツイログ削る。

kuratan 11 days ago

0

とりあえず@ahare_asayakaをスパム報告しとけばいいのかしらん。
ewa4618 11 days ago

1

ahare_asayaka様、ここに貴方への「批判」コメントをしている皆さんは、貴方の常
軌を逸脱した発言の数々に対しての発言だから「刑法２３１条に反する」と警察に被害届
を出そうとしても「なら、暫くネットをしなければいい」と不受理になる可能性が高いで
す。

Promised_Land12 11 days ago

2

ahare_asayaka様、それと貴殿が、貴殿に都合の良いコメントだけを抜粋して、警察
に届けた場合、逆に貴殿が「証拠を意図的に操作した」と言う事で、証拠隠滅罪で裁かれ
るかも知れませんね。

Promised_Land12 11 days ago

2

「訴えるぞ」と繰り返すのも脅迫罪の構成要件になり得るから、気をつけた方がいいんじ
ゃないの。つか訴えるなら四の五の言わずにとっととやれば？

ewa4618 11 days ago

7

@ahare_asayaka 証明できないなら早く撤回をしなさい。
t_iori 11 days ago

4

言うだけ無駄かも知んないけど、恫喝や牽制のつもりで「告訴する」って言っても通用し
ないよ。この１年見てきただけでも同じこと言うお馬鹿さんがいっぱいいるんで、皆慣れ
たものなんだ

IncogNeat 11 days ago

5

つまりKIN氏を侮辱した可能性があることを認めるわけですね。丁寧に対応された相手

を侮辱する行為についてはどう考えられているのでしょうか？あとで謝れば侮辱して良い
とお考えなのでしょうか？

tri_man 11 days ago

2

ahare_asayaka様、ダチョウ倶楽部の上島じゃないのだからもう、「告訴状での該当
者」と言わない方が、良いと思いますよ。後は、ご自身で行動するだけの話だと思います
。

Promised_Land12 11 days ago

懲りずにまだ言っているのか？
ｗ。

3

告訴するする言ってしない人は訴えること出来るんだよ
JosephYoiko 11 days ago

2

ahare_asayaka氏account suspendedになってますね
yabtter 11 days ago
http://togetter.com/li/317480
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スパム報告は外野がやるより迷惑な返信を受け取った人がやるのが一番ですなぁ。
hy_cl 11 days ago

1

yabtter 11 days ago

1

あ戻ってきた。何があったんだろう。

よくいる妄想バカについて語ったら、ahare_asayaka氏より侮辱とのメンションがあ
った。この全体の流れより書いただけだがねw 思い当たる節があるのなら己を見直した
方が今後の人生吉と返答したが理解してくれただろうか？

akihirohara 11 days ago

2

無駄に長ったらしい内容を見る限り、無視しても何の差支えもない内容と思うけどね。こ
んなもん告訴しても警察・検察の無駄な仕事を増やすだけじゃないの。今頃になってもま
だ粘着してるあたり、何をしでかすかわからん危うさが難しいな。

maroonstar7001 11 days ago

1

気になったのでahare_asayaka
Goldenpiyo氏および上司や所属大学への「責任追及」をするとの発言があり。もしかし

まとめを作成する

たらずっとやってたのかも……。なおGoldenpiyo氏のtwitter

ていて、プロフィールには「凍結します」と書かれています。
yabtter 11 days ago

1

ahare_asayaka氏は、Goldenpiyo氏をアジテーターと断定していたのですね。 htt
ps://twitter.com/ahare_asayaka/status/228045383727722496
yabtter 11 days ago

キーワード

2

フォローする

私は3.11直後、いい歳してテンパって
しまい職場を放棄して逃げてしまいま
した。散々世間から叩かれました。だ

りたいの？

から、自己正当化の為に避難者を少し

1

でも増やし、避難者をマイノリティー
からマジョリティ化する揺動活動をし

このへんでやめます。自分が冷静でなくなってきたので怖い。
yabtter 11 days ago

てます。ぎりぎりの感覚っす 尚、元

1

日テレの木下黄太は私と無関係です。
今日もスラックスにスニーカーで頑張

.@ahare_asayaka なぜコメント削除したんですか？
ewa4618 11 days ago

るぅ。

2

Kinositan

推進派は個人攻撃をして発言できなくしているみたいな陰謀論が時々出ますが、KINさ

フォローする
アップデート

は推進派反対派関係ないという事が、このまとめで証明された訳ですね。 今度そういう
陰謀論を言う人が出たら、このまとめを見せれば話が早そうです。

tri_man 11 days ago

2

まとめ

98 木下黄太 名誉毀損で訴える！

プロ活動家・プロ市民の類の人なのだろうか？

ha2061 11 days ago

は…

0

コメント欄にも登場してるapj氏が自身のブログで触れられてますね。 http://www.cml

-office.org/archive/ 匿名の相手に果たして侮辱罪が適用されるのか。プロフ欄にあとか
ら本名を追加する"後だしジャンケン"で成立するのか。

keisu 10 days ago

0

keisu 10 days ago

0

@apj 失礼。ご本人が既に触れられておりました。

個人攻撃は好きなクセに自分に矛

先が向いてくると逃亡ね。これは明記ししとくわ。@ahare_asayaka

akihirohara 10 days ago

2

529 KIN先生と阿晴氏のやりとり

この@ahare_asayakaこと近藤毅って人も小野俊一とかと同じような共産系か社民系の

何だ人を訴えるとか言いながら、ブロックされてたw

ユーザ名

プロフィール

一時期のダチョウ倶楽部並みに「訴えてやる」って言ってましたねw。逆バンジーでもや
happytrigger03 11 days ago

検索

キーワードを入力して検索

1

コメント
注目

1

新着
グンマーさんがフォロワーさんのお金を

着服した経.. 10 users

120815「終戦、なぜ早く決められな
かったの.. 3 users

柚木ミサトと早川由紀夫の初対面対談＠
渋谷（つけ..

資料は？ 16 users
教養としての軍事学と、軍事教育におけ
る教養と 1 user

http://togetter.com/li/317480
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それと、近藤毅という名前自体偽名っぽいね。検索すると 暴関係の殺された人、次が京

都のミュージシャンで既にｔｗｉｔｔｅｒ上にアカあり。ただ、似た名前は社会主義協会
系に１件出てくる。

akihirohara 10 days ago

4

価 1 user

もっと見る

注目ワード
木下優樹菜

KIN先生の方で把握してる住所氏名電話番号と、山形大に来たメールに書いてあった
ものは完全一致してます。先に九州大から、毀損されたのは一体誰の名誉なんだと突っ込
まれたので、後出しした模様。まあ、自称なので別人騙ってる可能性と偽名の可能性も捨
てきれませので、確認作業進行中です。

apj 9 days ago

尖閣諸島不法上陸事件：とりあえずの評

0

こういう人（@ahare_asayaka）が科学を殺して、復興の足を引っ張ってるんだな。
maerasan 9 days ago

る教養と 1 user

手島優

原発

とんねるず

安田美沙子

NMB48

ハロー！プロジェクト
板野友美

オリンピック
放射脳

r18

4

apj様、私も急に発言取消を要求されましたので、状況によっては脅迫及び強要で弁護士
に相談を考えています。その際は個別に連絡してもよろしいでしょうか？
akihirohara 9 days ago

1

@akihirohara はい、まずは弁護士さんにご相談ください。弁護士さんに相談の際は

、相手からの要求の印刷物、自分の発言の印刷物などを揃えて持ち込みますと、話が進み
やすくなります。

apj 9 days ago

「事実の指摘でも侮辱罪は成立します」

1

http://twitter.com/ahare_asayaka/status

/231679410711973889 つまり「バカですけど侮辱罪です」ってことか？
taka_iwata 9 days ago

0

またコメントを削除したのかｗどちて君（@ahare_asayaka）のサブ垢の @asayaka2
012 さんｗ

kazooooya 8 days ago

1

yabtter 8 days ago

0

12時間も待たないのね

最近追加された商品
夢の原子力: Atoms for Dream
(ちくま新書 971)

なにこれ、きんもー☆ しかもカギつきになってんじゃんｗｗｗまあ、相討ちでひとりや
っつけたからヨシとしてやるゎ。さゆりは優しいからにゃ〜&

sayusayu0625 6 days ago

0

私は貝になりたい (朝日文庫)

2012年7月31日以前の書き込みについては、侮辱罪も名誉毀損もはったりに過ぎな
いので、そんなものを真に受けて消す必要は無いでしょう＞皆様。
apj 5 days ago

5

happytrigger03 4 days ago

3

今週中に訴訟すると息巻いてたのになんの連絡もなしw。

【最重要告知】

8/12

6：40 時点で当アカウントに対するフォローリクエストがあ

スター EXTRA(HOMESTAR
EXTRA)」

りません。微罪案件は、警察検察双方から示談を勧められるのが通例です。当アカウント
に対するフォローがないことを示談拒否の証拠として当局に提出いたしますのでよろしく
お願いいたします。当アカウントのDM以外のパスで連絡は致しませんが、処理は粛々と
進めていますので御了承を。

asayaka2012 3 days ago

家庭用プラネタリウム 「ホーム

お菓子擬人化計画 (花音コミック
スアンソロジー)

0

200CDピーター・バラカン選ブ
ラックミュージック

@happytrigger03 無いですね。無事に告訴状が受理されたら、ここに何か書き込
まれることを期待したいところです。

apj 3 days ago

2

@apj 先週の時点で「今週中」と言っていたので、脅し目的で訴えるぞと言っていたとし
かおもえませんね。もし、来たら書き込みますw。

happytrigger03 3 days ago

http://togetter.com/li/317480

3

15/16 ページ

KIN先生と阿晴氏のやりとり - Togetter

12/08/16 4:27

【最終告知】本アカウントでのみ連絡を受付けます。数日後に告訴者（侮辱罪と名誉毀損
罪）を最終決定します。当方から告訴者への通知はしません。連絡がない方は、告訴へ了
解されたという意思を表明したとの証拠に致します。以後の示談交渉はなく、最終決定と
なりますので御了承を。

-以上−
asayaka2012 22 hours ago

0

数日中にケーサツにいくゎ。裁判と称して住所を調べられそうです。ストーカーさんが、
こぁぃ(>_<)

sayusayu0625 18 hours ago

オススメ

0

マイスター

トゥギャ通

「ザ・マクロス原画展」チラ見せ

コメントを入力してください。

4 users

@May_Romaさんによる、アメリカな
んか日.. 15 users

コメントする

吠えるための声帯を切らていた「ＺＩＰ
ＰＥＩ（ジ.. 11 users

みんなのおすすめ商品

大阪オリンピック！ 23 users

商品を編集

俺たち訴えられました!---SLAPP裁

超訴訟社会 (コンパクトシリーズ)

烏賀陽 弘道,西岡 研介

平野 晋

判との闘い

【速報】カオスラウンジ
ジの商標権.. 265 users

カオスラウン

本当は怖いTポイントカード 55 users
設定を変更する
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