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名城大学コンプライアンス研究センター長 郷原 信郎 

 

ちょうど２～３日前から刑事事件の裁判で重要なものがいろいろあったので、今日は裁

判関係のテーマを３つ取り上げました。 

 まず、最初のテーマは、昨日判決があったパロマの元社長についての業務上過失致死事

件に対する有罪判決のことです。この事件、パロマ問題を刑事責任追及の対象にすべきか

どうかという点について、私は、以前から従来の刑事司法の常識からすると、これはおよ

そパロマ側、しかもパロマの社長の責任を追及する問題ではないということをずっと言っ

てきました。そういう私としては、この事件で裁判所が有罪という判断をしたのは非常に

残念です。こういうことを続けていると、この種の企業活動に関連し事故の原因究明、再

発防止という仕組み全体にもマイナスの影響が生じかねないと強く懸念しています。 

 改めて、このパロマ問題はどういう問題だったかということから考えてみたいと思いま

す。まず、かなりの人が誤解していると思いますが、この問題は決して、パロマ製の湯沸

かし器という製品自体に欠陥があったという問題ではありません。そして、今回の刑事事

件の判決で過失を認定されたのも、製品の欠陥ではなく、パロマ製の湯沸かし器について

不正改造が相次いでいて、不正改造が原因で事故が多発していった状況に対してメーカー

として何らかの対策を取るべきだった、そこが不十分だったという過失です。ですから、

不正改造という違法不正行為をやった修理業者が処罰される、過失責任を問われるならと

もかく、果たしてそれがメーカーの責任なのかということがまず問題になるわけです。 

 しかも、この問題、大まかな流れで言うと、パロマ製の湯沸かし器事故で、同種の湯沸

かし器で事故が多発したのは、こういう経緯でした。もともと、ガス湯沸かし器というの

は換気機能がついてなかったんです、当然、室内でガスを燃焼させたら一酸化炭素が発生

しますから、それは換気をするということが必要でした。一定の時間がたったら窓を開け

て空気を入れ換える。これをやらないと危険だったわけです。しかし、北海道など零下何

度にもなるところで、窓を開けて換気していたら寒くてしょうがないから、換気をしなく

ていいファンによる強制排気型の湯沸かし器が開発されていった。ところが、ファンによ

る強制排気型というのは、ファンが止まると大変なことになります。換気ができないので

一酸化炭素中毒になる。こういうファンの故障による一酸化炭素中毒事故がずいぶん昔は

北海道で相次いでいたんです。 

 そこで、さらに改良を加えた機種として発売されたのがこのパロマ製の機種です。この

機種はファンが故障して、ファンが止まると自動的に湯沸かし器のスイッチが切れる、消

火する。そういう機能を持った湯沸かし器です。ですから換気の必要もないし、ファンが

故障することによる一酸化炭素中毒事故も防げるという、ある意味では非常に画期的な湯



沸かし器だったわけです。ところが、機械ですから、どうしても故障はあるわけです。そ

このファンの運転と燃焼とを連動させる制御装置が壊れると、ファンが壊れていないのに

スイッチが入らなくなる。それでお湯が出なくなるということが起きます。そこで、修理

業者に来てもらってそれを直してもらおうとするんですが、すぐにはそこの制御装置の部

品取り寄せができない 

 そうすると、部品を取り寄せるまでの間、何とかしてその湯沸かし器が使えるようにし

てくれと言われて、修理業者が勝手にその制御装置を短絡させるような配線をしてしまっ

たというのが不正改造です。その短絡させた配線というのは、結局、パロマ製の湯沸かし

器が導入される前の状態に戻したということです。ファンが運転を停止しても燃焼が止ま

らないという状態です。それが行われたからと言ってすぐに危険なわけではないです。フ

ァンが回っていればいいわけですから。ところが、中には無茶なことをする人がいるわけ

です。コンセントにちゃんと電源がつないであれば、コードが差し込んであれば、ファン

は回っているんですが、そのコンセントに別の電気製品をつないだりして、ファンが回ら

ない状態にして使う人がたまにいるわけです。そういうことをするとあっという間に一酸

化炭素中毒事故になってしまう。そういう事故が全国でかなりの件数起きていたというこ

とです。 

 それに対して、修理業者に対して不正な改造はしないでくれという呼びかけはしていた

けれども、先ほどから言っているような事情ですから、何とか早く湯沸かし器を使えるよ

うにしてくれと言われると、修理業者の人もついそういうことをやってしまう、不正改造

がなかなか後を絶たなくて、結局、死亡事故がかなりの数発生していたというのが一連の

パロマの事故の問題です。 

 確かに、今から思えばというか、これだけ死者が出ていたということを踏まえて考えた

ら、やっぱりメーカーとしてもっと前向きな安全対策を取る、修理業者に対して不正改造

がいかに危険かを懸命に呼びかける、消費者に対してもいろいろな周知徹底を行うことが

必要だったと思いますし、そういう面のメーカーとしての努力が不足していたというのは

確かにその通りだと思います。ですから、パロマには我々が言っているところの、広い意

味でのコンプライアンス対応が不足していた、それか確かに間違いないと思います。しか

し、だからと言って、パロマ側が刑事責任を問われるような問題なのだろうか。 

 私は、過失責任というのはもっと結果の発生に近いところの人間が、基本的には問われ

るべきもので、それが刑法犯としての業務上過失致死傷罪の本来の処罰のあり方だと思い

ます。それを越えた部分、こういうふうにして何とかしてメーカーとしての社会的責任に

基づいて事故の防止のために最善の措置を取っていくというのは、そういう法的責任、ま

してや刑事責任の追及の対象にすべき問題ではないのではないかと私はずっと思ってきま

した。 

 ところが、４年近く前、パロマ側のこの問題が表面化したときの対社会的対応、マスコ

ミ対応が非常にまずかった。そのために、大変な批判、非難を受けることになってしまっ



たんです。要するに、パロマは、今言ったような事実関係ですから、その事実関係を全部

踏まえて判断してもらったら、普通は法的責任を追及されることはないはずです。実際に、

それまでかなりの数の一酸化炭素中毒事故が発生していって、民事責任を追及する動きは

ありましたが、いずれも基本的にはパロマ側の主張が認められて、尐額の和解金を払った

事例があった以外は、パロマの責任はまったく法的には認められていなかった。そういう

ことがあったので、問題が表面化したときに、パロマ側はかなり自信を持って我々は悪く

ないということを言ったわけです。責任を問われるのは修理業者であってメーカーの責任

ではないということを明確に言い切ったわけです。それが世の中から大変な批判・非難を

受けることになってしまった。 

 経産省には、この湯沸かし器事故の件については相当責任があると言わざるを得ないと

思います。事故が多発していったことについての情報をまずきちんと把握して行政として

対応しないといけない、消費者に対して、ユーザーに対して、そして修理を行う業者に対

してもしっかりとした指導とか、周知徹底を行っていくのが行政の役割だと思います。と

ころが、経産省内部では、そもそもこのガス湯沸かし器の事故について、ＬＰガスの湯沸

かし器と都市ガスの湯沸かし器と、所管している部署が違っていて、トータルでどれだけ

の事故が起こっているかすら把握していない。ですから、全然まともな対応ができていな

かったわけです。となると、もし、パロマ側が悪くない、パロマ側が責任を追及される問

題ではないということが前提にされると、では誰が悪いのかというと、第一次的には修理

業者ですが、修理業者は零細業者です。責任追及なんかしようと思ったってあまりお金は

ない。そうすると、どこに責任追及が向けられるかというと、間違いなくお役所です。経

済産業省です。 

 そういうことがあったからだと思いますが、結局、経済産業省の側の対応はパロマに対

してかなり厳しいものになり行政命令まで出されたわけです。一体何が悪くて、何が行政

命令の根拠なのかが私にはよく理解できません。製品の欠陥があるような話が新聞に一部

出ましたが、結局、製品の欠陥は一切認定されていません。修理業者に対する指導がどう

のこうのという話であれば、これはメーカーの問題であると同時に、行政の問題でもある

と思いますが。そこが曖昧にされたまま、批判・非難がどんどんパロマに向いていったん

です。 

そして、ちょうど世の中が、エレベーターの事故、こんにゃくゼリーの事故など、いろ

いろな問題で、消費者利益が侵害されている、消費者が危険にさらされているということ

を、問題にしている時期でもあり、それがかなり政治的な動きにもつながっていったこと

もあって、パロマ問題は消費者問題の１つシンボル的な存在になっていった。そのために

ますます世の中で、パロマはけしからん会社で、パロマの製品によってたくさんの人を死

なせたんだという汚名をかぶせられてしまったのです。 

 そして、結局、そういう世の中全体がパロマを悪者視する風潮が、結局、パロマの経営

トップに対する刑事責任の追及という動きにまでつながってしまったわけです。 



私はこれを、最近多発している社会的責任のブーメラン現象の典型例だと言っています。

要するに、事故直後の対応が法的責任にこだわるとか、あるいは、その後の対応が法的責

任を負わないようにするための対応の方に特化し、集中してしまうと、そのことが社会的

責任に目を向けていない、社会的責任というのをちゃんと受け止めていないという社会的

な批判・非難につながってしまって、最後は社会的責任が法的責任追及の追い風になって

跳ね返ってくる。こういう現象が今、いろいろな分野で起きています。 

 港区のエレベーター事故もそうです。シンドラーの刑事責任の追及はまさにそうです。

ついこの間、検察審査会で３人が起訴相当、歴代社長３人が起訴相当になったＪＲ西日本

の尼崎の脱線事故もそうです。みんな事故直後の対応が悪い。法的責任にばかり目を向け

た対応であったために、結局、最終的には、法的責任の追及を受けることになってしまう。

その法的責任追及の背後にある追い風は社会的責任を果たしていないという声なんです。

企業が不当に社会的な批判非難を受けないようにするためには、問題を起こした直後の社

会的責任に目を向けた対応が必要だという意味で、大変大きな教訓だと思います。しかし、

その一方で、それでは社会全体として見たときはどうなんだということです。こういうふ

うに偏った責任追及の動きを続けていくことが、本当にこの社会の中で製品の安全を確保

すること、事故を防止することにつながるのだろうかということを改めて考えてみなけれ

ばいけないと思います。 

 今回、メーカーの社長、トップが刑事責任を追及されたことについては、パロマの湯沸

かし器事故の事実関係に照らしてみて、法的な面でも非常に疑問です。いくつかの偶然が

重ならないといけない、最後はファンが止まる原因を作る、コンセントを引き抜いてしま

うような行為まで行われたときに初めて起きる事故なのに、なぜそれをメーカーのトップ

の責任にしないといけないのか。 

そして、何と言っても一番重要なことは、ユーザーが安全に関してきちんと自分で気を

つけない、自己責任をしっかり果たさないと、本当の製品安全は絶対に実現できないとい

うことです。ユーザーとか機器の設置管理者側です。今回のパロマの事故に関しても、や

はり、管理者、設置者側が本当にきちんとガス湯沸かし器が機能する状態で使っていたか

どうかにも非常に問題があるわけです。そう考えたときに、まず、業務上過失致死罪で刑

事責任を問うということが、本当に正しかったのか。 

 こういうことが相次いでいって、とにかく、企業の事業活動に関連して何か事故が起き

て人が死んだりしたら必ず経営トップが責任追及を受けることが定着していったら、企業

だって自己防衛のために、責任追及を受けないやり方をせざるを得なくなります。そのた

めに一番合理的で有効な方法は何か。そういったことに関する情報は担当部署にとどめて、

経営トップは知らないようにするという情報の遮断です。これが一番、有効な方法になる

と思います。しかし、それは一方で、そういう安全対策について、トップができる限り情

報を把握して、全体的に有効適切な措置を取っていくという安全に向けてのコンプライア

ンス対応を阻害してしまうわけです。果たしてそれでいいのか。 



 そして、そういうことになってしまっていることの背景には、これは、私が今、いろい

ろな事件に関して指摘している、そして著書でも指摘している、検察と裁判所をめぐる歪

みというものがあることを指摘せざるを得ないと思います。世論におもねる検察、そして、

検察を追認する裁判所という構図です。今回のような事故防止の問題では世論は圧倒的に

遺族寄りです。遺族の方々、肉親を失って悲嘆にくれている遺族の方々の心情を慮らなけ

ればいけない、配慮しなければいけないことは確かですが、ただ、それだからと言って、

とにかく何でもかんでも厳罰の方向に向けるのが良いのか、遺族側の意向におもねってし

まって検察が無理な起訴をする。そして、裁判所も自分が批判の矢面に立ちたくないから、

検察の主張をそのまま丸のみする、ということを続けていったのでは、この社会全体とし

て、今後こういう事故を防止するという面で大変なマイナスになってしまうのではないか

という気がします。 

 

 ２番目のＰＣＩの元社長の特別背任事件ですが、５月１０日に控訴審判決があって、検

察側の控訴が棄却され無罪でした。前から５月１０日判決のことは聞いていましたが、そ

の私も見過ごしてしまうぐらいほとんどマスコミで取り上げられなかったので、翌日にな

って初めて気がついた程度です。しかし、本当にこの程度の取り上げられ方でいいのかな

と思うぐらい、特捜起訴事件の高裁無罪判決ってというのは、これまでになかったことで

はないかと思います。いつ以来でしょうか。住専事件の無罪判決が１つか二つあったかも

しれませんが、尐なくとも２０００年以降の事件は、一審無罪はあってもほとんど高裁で

ひっくり返っていると思います。長銀事件は一審二審有罪で、最高裁でひっくり返ってい

ますから。高裁も一審も無罪にしたケースはないんです。そういう意味では、大きな意味

を持つ判決ではないかと思いますが。全然注目されていないのが不思議です。 

 これも含めて考えると、私が最近あちこちで、はばかりなく言っていますが、２０００

年以降の特捜検察の事件はろくな事件はない。特捜捜査としては失敗に終わっているか、

あまり期待していたような成果は出せないまま終わっている事件が大部分で、中にはこう

やって無罪という非常に大きなマイナス評価を受ける事件も出てきたということです。判

決の中身はあまりに注目されていなくて、私も判決要旨すら入手していませんから詳しく

は分かりませんが、要するに、子会社に対して１億円余りの資金支援をしたことが、図利

加害目的の任務違反行為というふうにとらえられたようですが、裁判所は、一審も、二審

も、そういう検察の判断をほとんど採用しなかった。それは経営判断原則の下で、経営者

の裁量で許される範囲内の行為だということを認定しているわけで、まさに、検察が本当

に企業経営の実態をきちんと理解した上でこの事件の捜査、処理をしているのか疑問に思

わざるを得ないような捜査だったということだと思います。 

 １カ月ほど前に出した『検察が危ない』とか、昨年秋に出した『検察の正義』の中でも

詳しく述べていますが、そういう意味で、経済とか社会の実態に即した捜査をするという

面で特捜検察の能力が著しく低下している。それが、今回のＰＣＩの元社長の特別背任事



件にも端的に表れたと言わざるを得ないと思います。 

判決でその検察の捜査の誤りが明確に認定されたときぐらい、これはどうするんだ、誰

が責任を取るんだ、検察しっかりしろ、反省しろ、という声が上がるべきでしょう。そう

いう声がなぜ上がらないのか、不思議です。西松建設事件に関して検察の説明責任が問題

にされたとき検察側が何を言っていたか。検察には説明責任はない、検察は起訴をして裁

判所に判断してもらうわけのだから、それで説明責任を果たすだけだ、裁判所以外のとこ

ろで説明責任なんか何も負わない、と言っていたわけです。その検察が裁判所で一審も二

審も負け、無罪という判断を受けたわけですから、「何でこんな無茶な捜査をやったの？」

ということを批判して説明を求めるのは当然じゃないかと思います。この事件の無罪、最

高裁でひっくり返ることは、まず考えられないし、上告すらできないと思います。上告を

断念した段階で批判すると言われるならそれでいいかも知れませんが、こういう特捜事件

の無罪判決に対するマスコミの取り扱いも疑問です。 

 しかし、そんなことをやっている間に、裁判所の見方が相当変わってきていように思い

ます。裁判所、一高裁の裁判部にとって、特捜検察がやってきた事件を無罪にするという

のはなかなか勇気のいることだということを、細野祐二氏のキャッツ事件に関しても言っ

てきましたし、「検察が危ない」でも「検察の正義」でも書いてきました。しかし、今回、

高裁の控訴審では、聞くところによると、１回で結審したそうです。検察官の主張、立証

はほとんど認めていない、問題にすらしなかった。これは裁判所の検察捜査に対する見方

が相当変わってきているということを端的に示しているのではないかと思います。 

 近々、大阪の郵便不正事件でも、先日倉沢被告に対して無罪判決が出ましたし、村木さ

んの公判で、検察の検事調書の証拠請求を裁判所が認めるかどうか、注目されます。 

私も起訴状を見ているわけでもないし、判決書きを見ているわけでもないので、正確な

ことは分からないけれども、倉沢無罪、河野有罪の関係、それらが村木公判に与える影響

に触れてみたいと思います。 

倉沢氏は、証拠的には、別にそれほど調書を不同意にしたというわけではなく、検察官

側の書証は相当同意で出ているだろうと思います。しかも、倉沢氏自身には不正の文書を

作ったという自白調書があるでしょう。その中で、村木さんとの共謀だとかそういう話も

しているわけです。だから、もっぱらそこの自白調書の信用性が問題になった。裁判所は、

その自白調書の信用性がないと判断した。村木さんとの共謀も否定した。検察のストーリ

ー自体がふっとんでしまった。 

 ところが、もう１人の河野氏は最初から起訴事実を全部「ベタ認め」で、検察官側の証

拠を全部同意して、検察官の主張に対する反論すらほとんどしなかった。共謀も否定も何

もしていない。そうすると裁判所としても、裁判所が独自にこれはおかしいと言って被告

人が認めている事実を否定することもできなくはないけど、そうすると、かえって公判が

長引いてしまうことになるので、通常は被告人が全面的に認めていて、弁護人も争ってい

なければそういうことはしないのです。だからああいう村木さんとの共謀も含めて判決で



認定せざるを得なかった。 

 それじゃ、村木さんはどうなるかということです。河野型が最も有罪。事実がおかしい

と思っていても有罪にせざるを得ない。倉沢型はどっちでもいけたわけです。供述が信用

できると判断するかどうか。信用性の判断いかんにかかわる。しかし、倉沢型で裁判所は

信用性を否定したんです。そうなると、倉沢公判で倉沢氏等の村木さんとの共謀を認めて

いる調書の信用性を否定したということは、村木公判で行われている検察官側からの検事

調書の刑訴法３２１条１項２号に基づく証拠請求に重大な影響を及ぼします。この請求は

検察官の面前の供述が特に信用できる情況的な保障があって、初めて認められるわけです

が、そのような情況的な保証があるかないかということに関して、すでに倉沢公判で信用

性を否定しているじゃないですか。通常考えると検事調書の証拠請求は×でしょう。とい

うことは、倉沢無罪よりも、もっとひどい結果が待っている、村木公判は。要するに、私

が予想しているのは、検事調書、証拠請求却下。そうすると、証拠はないです。求刑がで

きない。求刑放棄、ということになる可能性が強いんじゃないか。 

こういう最近の特捜事件の公判の動きも、今までの延長上で考えていたら、検察は大き

な誤りを犯すことになるのではないか。検察だけではなく、マスコミも、大きな潮目の変

化に気がつかないと大変な恥をかくことになるのではないかという気がします。 

 

 そして３番目のテーマが小沢氏の秘書の大久保隆規被告の政治資金規正法違反事件です、

これは非常にややこしい、理解しにくい話なのでここはぜひ司法クラブの方々に聞きにき

て頂きたいということでわざわざファクスまで送ったんですが、あまり来て頂けなかった

ので非常に残念ですが、これが、大久保氏は石川氏と同時に起訴ではなく「訴因変更請求」

をされたわけですが、その後２カ月以上、その請求を裁判所が許可しないまま立ち往生し

た状態にあるということが報じられています。その新聞記事をお配りしましたが、恐らく、

これを見ても何のことかよく分からない人が大部分ではないかと思います。「訴因変更」が

認められていないのは弁護側が「公判前整理」を盾に異議を言っている、弁護側が公判前

整理をたてに取って審理をストップさせて、無駄な抵抗をやっているというふうに受け取

った人も多いと思いますが、それは違います。 

 大久保被告は、去年、西松建設事件で政治資金規正法違反で起訴されました。この罪名

は、平成１６年の陸山会の収支報告書の虚偽記入です。この虚偽記入の内容は西松建設の

関連団体からの寄付を、実際には西松建設からの寄付なのに、その政治団体の寄付と書い

たのが虚偽だと言って、検察はそれを虚偽記入で起訴したわけです。そして、それから半

年余りたって……半年以上ですね、今年の１月に大久保氏はまた逮捕されたわけです。政

治資金規正法違反で。この事実がまた同じ２００４年、平成１６年の政治資金収支報告書

の虚偽記入です。 

 そうすると、同じ収支報告書の虚偽記入ですから、１人の人間が会計責任者としてＡと

いう部分に対して虚偽記載をした行為と、Ｂという部分に対して虚偽記載した行為は、一



罪です。罪数の問題として、犯罪の数が１つということになります。犯罪の数が１つであ

れば、原則として１つの刑事訴訟手続、刑事手続において行うことになります。刑事裁判

としては、基本的に１回で終わらせるという話です。本当だったら、原則は、一罪であれ

ば２回逮捕拘留することは本当はおかしいですが、それは、検察が勢いでやってしまうと、

裁判所は、同じ事実で既に起訴されていることはわかりませんから逮捕を認め、勾留も認

めたわけです。しかし、その事実を起訴しようとすると、Ａという事実とＢという事実が

同じ収支報告書の１人の人間がやった虚偽記載の問題であれば、一罪であり、犯罪の数は

１つにしかなりませんから、Ａ事実とＢ事実を併せても一つの犯罪にしかならない。そう

なると、すでに起訴されていたＡの事実の追起訴、つまり、新たに別の事実での起訴、と

いうことではなく、Ａという事実の収支報告書の虚偽記入の訴因を、そのＢも含む訴因に

変更する手続によらざるを得ないわけです。 

 ちょうど石川議員が起訴されたのと同じ日に、大久保氏も起訴されると思ったら起訴と

いう手続ではなく、訴因変更という手続を取らざるを得なかったのはそういう理由により

ます。ところが、訴因変更というのは、裁判所が許可しないとできないです。というのは、

もし、全然別の事実を持ってきて、Ａという事実で起訴していたのに、それが無罪になり

そうになったから、まったく関係ないＢという事実に変更してくれというようなことが可

能だったら、次々にとっかえひっかえ訴因変更していれば、いつまでたっても公判は終わ

らないし、無罪判決が出ないことになるのでもともと起訴した事実と同一性のある範囲内

でないと許されないし、訴因変更請求を認めることに問題があると裁判所が判断したとき

は、裁判所の権限で訴因変更請求を却下することができるのです。 

そして、その訴因変更という手続きには今、裁判員制度と、それに関連する公判前整理

手続との関係で重要な制約があります。それは、公判前整理手続では争点が明確にされ、

何が争点なのかということが最初から明らかにされて、それに関する証拠も開示されて、

こういう争点に関して、こういう証拠を出して、こういう証拠について争っていくという

審理の予定が全部決まる、そのために、公判前整理手続があるわけですがそれを、せっか

くそういうふうに争点を整理して、審理の予定を決めてやっているのに、最後のころにな

って、いや、全然違った争点が実はあったんだと後から持ち出されたら何のために公判前

整理手続をやっているか分からない、ということになるので、争点は後から持ち出すこと

はできない。ましてや、起訴状自体を変えてしまって新たな争点を作ることは、公判前整

理手続の趣旨から許されないということで、公判前整理手続で争点が整理されている以上、

その後の訴因変更は認められないという東京高裁も決定が出ているわけです。それを援用

して弁護側は、そもそも今回の訴因変更は違法な訴因変更請求であって認めるべきではな

いと言っているわけです。 

 ただ、その検察側の訴因変更請求が通る余地がないのかどうか。これはまだ若干問題が

あります。というのは、同じ訴因変更請求でも、ちょっと訴因変更には性格の違うものが

あるのです。例えば、常習累犯窃盗なんかがそうです。常習累犯に当たらない窃盗罪だっ



たら一つ一つの窃盗の事実がそれぞれ一罪ですが、一定の要件に当たり、常習として多数

の窃盗を犯したということで常習累犯窃盗で起訴された場合は、全体が包括して一罪です。

常習累犯窃盗に当たらないときには、１件１件追起訴でやるべきところが、常習累犯窃盗

であれば、訴因変更という手続になります。常習累犯窃盗という包括的な犯罪のとらえ方

をした場合は、複数の窃盗の事実が一罪になりますから、追起訴じゃなくて訴因変更の手

続きをとることになりますが、実質は追起訴に近いのです。実質的には別の窃盗を起訴し

たのと同じことなので、こういう場合であれば、恐らく、当初起訴した事実について公判

前整理手続を経ているものであっても訴因変更請求は認められると思います。ですから、

今回の訴因変更請求が認められるかどうかは、そういう常習累犯型の訴因変更なのか、そ

れとも、本来１つの犯罪として、全体を１つで考えるべきものを修正するという一般的な

訴因変更なのか。そのどちらと考えるかによって結論が違ってくると思います。 

 検察は、両方とも同じ収支報告書の記載だが、西松建設に関連する話と陸山会の不動産

取得の話とは背景事実が全然違うから、常習累犯型のように公判前整理手続を経ていても

訴因変更が認められるということが言いたいんだと思います。しかし、果たしてそうなの

かどうか、が問題です。 

私は、もともとの西松建設の事件も非常に問題があるということを去年の３月から言い

続けてきた通りですが、その後の陸山会の不動産取得に関連する政治資金問題も、政治資

金規正法違反上ほとんど起訴価値がない。こんなものはおよそ刑事罰の対象にすらならな

いと思います。ですから、新たに明らかに処罰する必要がある別の犯罪を訴因に加える常

習累犯窃盗型などでは決してないと思います。言ってみれば、付け加えるべきものの処罰

価値があまりに低いから、そんなのがもしギリギリ政治資金規正法違反になるとしても、

それによって、被告人の犯罪全体の評価にほとんど影響がないので、訴因変更を認めるべ

きではないと思います。裁判所は訴因変更請求を却下すべきということになります。私は

そうなる可能性が強いと思います。この問題はそういうことです。 

そしてもう１つややこしいのが、昨日出ていた共同通信の記事で、「起訴状変更で表現修

正」と書いてあります。これだけ見ても恐らく、１００人のうち９９人は何のことか分か

らないと思いますが、たぶんこういうことだと思います。大久保氏の訴因変更請求書には、

尐なくとも陸山会の不動産取得に関連する虚偽記入の事実については、石川氏の起訴状の

方で大久保、池田と共謀と書いてあるわけですから、「石川氏と池田氏との共謀の上」と書

かざるを得ないわけですが、問題は、もともと起訴されていた西松建設関連の虚偽記入の

事実は大久保氏単独犯だということです。ですから、そこのところを、訴因変更請求書で、

全部「石川、池田と共謀の上」に変更するというと西松建設事件も全部石川氏、池田氏が

共謀している話しになってしまう。そういう共謀の事実はないわけですから。それはおか

しいという指摘を受けて、検察が、訴因変更請求書を修正したということだと思います。 

 しかしそれを考えるとますますおかしいですね。同じ収支報告書の虚偽記入の１つの犯

罪のうちの一部は単独犯で、一部は３人の共謀だと言うのですが、その１つの犯罪のうち



の一部だけが共謀というのは刑法理論上は一体どう考えるのかさっぱり訳が分からな。起

訴状の書きようがない、犯罪事実が支離滅裂になってしまう事件というのは通常無罪です。

起訴状の記載と、訴因変更請求だけで収拾がつかない事態になっているということは、刑

事事件の公判維持、立証という面で、ほとんど破綻しかかっていると言っていいのではな

いかという気がします。 


