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無罪事例報告（共謀の事実が否定され無罪となった事例）
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1 事案の概要

本件は、被告人が、本件各公訴事実記載の緊急

人材育成・就職支援事業（以下「本件事業」 とい

う｡）に係る職業訓練（以下「本件職業訓練」 と

いう｡）の実施施設である株式会社L(以下「L」

という｡)U校及びK校の講師であったTらと共

謀の上、認定された職業訓練を実施していないな

ど、認定に見合う事実がないのに、 これらがある

ようにして奨励金や訓練・生活支援給付金（以下

単に「給付金」 という｡）の交付を受けて弱取し

たとされる詐欺事案である。

本件事業は、国が主体となる緊急雇用対策の一

環として実施されるものであった。雇用保険を受

給できない者を対象に、職業訓練である「基金訓

練」を実施すると、実施機関に対しては奨励金が

支給され、訓練を受けた受講生に対しては訓練期

間中の生活保障のための給付金（月額約10万円）

が支払われる仕組みになっていた。

弁護人は、実施機関における事業運営に直接

携わったTやU校責任者MやK校責任者Hら、

それに、給付金を受領した受講生らについて、詐

欺罪が成立することは争わず、被告人にはTら

との間の共謀関係及び詐欺の故意はなく無罪であ

ると主張した。

を持ちかけたのはTであり、Tはそれまで全く

暴力団等との関係を持ったことはなく、本件と同

様の職業訓練の講師経験がある者であった。

捜査官としては、本件を暴力団の関係者が犯罪

行為を前提として行ったものと推断し、 しかも、

AとTらと直接の接点は、J店での打ち合わせの

場のみであったことから、 このときに「共謀」が

成立したとの構図を描き、 この構図にそった供述

調書を獲得することを目標としてしまい、事件の

客観的側面を軽視したと思われる。

J店での初回打ち合わせの段階で、関係者が、

およそ不正行為が生じることを想定するとは事

業内容や、Tの属性などからして考えられなかっ

た。本件は、受講生の募集を開始したところ、予

想と異なり、受講生が集まらなかったことから、

MやHにおいて、募集に際して、厳密な出席を

要しない旨述べて受講生を募集し、受講生の多く

も、開校時はともかく、次第に出席しなくなった

ことから、本件に至ったといういわばなし崩しに

行われた詐欺行為であった。

3事件の経過

平成23年3月～6月U校、K校職業訓練実施

平成25年中 M、H及びAが逮捕・

起訴される

Aの公判において被告人が平成26年12月18

日に証言予定

平成26年11月28日被告人が逮捕される

平成26年12月19日被告人がU校に関する詐

欺事件で起訴される

平成27年2月6日被告人がK校に関する詐

欺事件で起訴される

平成27年3月12日Aが福岡地裁で無罪

2検察官の事件の見立てとその問題点

検察官は、平成22年10月ないし11月頃行わ

れたファミリーレストランJでの関係者の初回の

打ち合わせの際、既に、詐欺について共謀が成立

していた旨主張していた。

被告人の兄は暴力団Xの組長Aであり、被告

人はその若頭、K校の責任者Hは組員であった。

実施機関となった株式会社Lの代表取締役は被

告人の兄の妻であった。そして、本件事業の実施
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人は、Aと間で、AがJ店の打ち合わせに

参加していなかったこととする旨口裏合わ

せをし、H及びMにも同様の指示をした。

A及び被告人は、Aの公判に至って、Aが

参加した旨それぞれ供述した。

といったことであった。

①のJ店での会合内容が、検察官主張のとおり

だとすると、確かにそれぞれの事実は共謀を基礎

付けるようにも思える。しかし、 この会合が本件

事業について通常の説明に留まるものであり、通

常の事業を行うものとしたものに留まるとすれ

ば、その後の行為は、 「事業」に関与しているだ

けのことであり、詐欺はもとより違法行為に加功

することの意味まで、当然に含むものではなく、

推認力には限界があることを指摘した。

また、⑥の口裏合わせはAがTと接触した唯

一の機会を否定することにより、Aに対する嫌疑

が晴れるのではないかと考えて行ったものであ

り、このことが直接共謀等を基礎付けるとはいえ

ないと主張した。

主張・立証のポイント

(1)検察官は、J店で詐欺の共謀が成立し、そ

れ以降詐欺の実行行為に至るまで犯意が継

続していたと主張し、被告人の共謀を基礎

づける事実として、次の事実を挙げた。

①事前共謀として、平成22年10月ないし

11月頃、J店において、Tから本件事業の

説明を受けた際、Aが、 「生徒の出席日数

が足りなかったらどうするのか」 と尋ね、

Tは｢出席日数に手心を加えることもある」

と答え、Mが国からの検査等について尋

ねて、そのときだけ出席させりやいい旨述

べた。被告人もこの場でTとAのやりと

りを見聞していた。

②M及びHは、出席日数の水増しができる

ことを前提に、受講生を募った。

③被告人の関与行為として、K校のパソコン

リース契約に際し、Mにリース代金を渡

したこと、U校の机及び椅子の購入先店舗

を探し出し、机及び椅子を取り置きさせた

上、Mに紹介したこと、認定申請のため

に作成された書類に押印された法人印を管

理していたこと、MからU校の訓練期間

の変更によって職業訓練校側に入る奨励金

等の額が少なくなったことの報告を受けた

ことがある。

④被告人は、AがL名義の口座に振り込ま

れた給付金を引き出してMやHに渡す際、

金員を運んだ。

⑤人的関係として、被告人は、Aの実弟で暴

力団の若頭であり、HはAの養子で、暴

力団本部長、Mは被告人の知人である。L

は、Aが全額出資して設立した会社であっ

て、Aの妻が代表者を務め、被告人はL

の実質的経営者がAであることを知って

いた。

⑥本件に関する口裏合わせ行為として、被告

4

(2) 証人尋問について

本件の重要証人は、事業の発案者であり、

それぞれの訓練校の事業実施に関与したT

であった。Tは、自らの身体拘束期間の後半

になって、J店での最初の会合の際に、Aや

被告人らと欠席を出席扱いすること等につ

いて共謀した旨の供述をしていた。しかし、

自己やAの公判で､捜査段階で警察官に「絞

り出せ」 「悪いのはAだ」などといわれ、自

己の処分に有利になると考えたこと、実際に

T自身もAが悪いのではないかと推測して

いたことなどから、警察官に迎合し虚偽の供

述をするようになったことを証言していた。

Tは、被告人の事件で証言する前に、Aを

はじめとする共犯者の事件に何度も出廷し、

証言することを繰り返していた。しかも、本

件はTにとっては、ある意味巻き込まれた

ともいえる事件である。Tは、Aらが暴力団

の関係者とは知らずに事業をもちかけ、関係

者がいい加減に事業を進めたために詐欺に
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巻き込まれたという被害者的側面も持って

いた。そのため、Aの公判と同様にTから

証言が得られるかどうかについては懸念が

あった。実際に収容中のTと面談し意向を

確認したところ、事実を証言することはかま

わないということであった。Tは、捜査機関

に利用され虚偽を述べることは受け入れ難

い、一方、 自分は事業開始後直接Aや被告

人とは接触してこなかったので詳しいこと

はわからないが暴力団関係者らには責任が

あると考えている、 と述べた。Tの置かれた

状況からは当然の認識と思われ、そのまま供

述してもらうことで本件での獲得目標（捜査

機関から虚偽を述べるよう誘導されたこと、

事業開始後直接被告人と接触していないこ

と）は得られる見込みとなった。こうして最

重要証人は確保できた。

検察官は、Tの捜査段階の供述調書を2号

書面として請求し、取調べ担当であったG

警察官及びI検察官を証人請求した。もっと

も､既にAの公判においてG警察官の証言は、

捜査機関の主たる標的がAらであったこと

等に照らし信用性が否定されていた。本件の

公判廷で、G警察官は、Aの事件の判決で信

用性がないとされた部分の説明を準備して

いた。具体的には、 (Aの関与などの）詳細

は後から話すとT本人が述べていたのでそ

のとおりに後に詳細を話してもらっただけ

であるというストーリーである。しかし、本

件の判決では「G警察官は（中略)Tに対し

て本件会合における会話について何度も追

及していたとの言質をとられないよう、その

場しのぎの供述を重ねたために、矛盾や変遷

を含んだ不自然な供述に終始した」 と評価さ

れることになった。結果として、Tの供述調

書は採用されなかった。

ともかく糊塗するにも限界があります」など

と記載されており欠席者が多数に及んだこ

とに対する驚きが率直に表現されていた。弁

護側の「なし崩し的詐欺」の主張の核になる

証拠であり、当時のTらの主観的状況を示

す重要な証拠であるとの位置づけであった。

Tは本件以前には、違法な行為にかかわった

ことはなかった。T自身が当初から違法な事

業を企図していたとするには相当な無理が

ある状況であった。

講師の確保、相当数の受講生が集まること

を前提とした場所の確保、備品の調達等、い

ずれも、正当な事業が行われることを前提と

した行為が積み重ねられており、当初から欠

席を出席扱いするというような不正を意図

していたとは到底考えられなかった。

また、多数の関係者の供述調書の分析によ

り、受講生の勧誘が次第にいい加減な内容に

変化していった状況や、受講生らの中でも、

他の受講生の出席状況が悪いことに影響さ

れて登校しなくなったことなども明らかに

した。

Aとは異なり、被告人は、事業運営により

近い位置におり実際に事業に一定程度関与

したとも評価できる事実がどのように認定

に影響を及ぼすかが心配されたが、無罪判決

となった。

5結びに代えて

本件において、Tの捜査段階の供述調書（321

条1項2号書面）が採用されなかったことが、無

罪につながる重要なポイントとなった。捜査官の

供述の変遷等の事情もあったが、なにより、捜査

段階において、Tの弁護人が、Tが記憶に基づき

何度も供述しているにも関わらず捜査官から同じ

ことを繰り返し聞かれるというTの訴えに基づ

き、申入れを行ったことはひとつの重要な弾劾の

ポイントとなり、捜査段階における丁寧な弁護活

動の重要性を再認識した。

また、捜査機関が誤った見立てを最後まで修正

しなかったことが結論に大きな影響を与えたとも

(3) 正常な事業遂行を企図していたことを基

礎付ける事実の主張・立証

TがK校責任者Hに送信したメール（平

成23年3月31日送信）は、 「遅刻・早退は

1

回ア
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思われる。検察官がAの事件で失敗した見立て

を本件で変更しなかった理由は不明である。

本件は、Tが公判段階で事実を供述する気持ち

になったこと、それなりの客観的証拠が存在して

いたこと、関係者が受講生等も含めると1校あた

り30名余と多数であったため、捜査機関の見立

てどおりに供述を｢調整｣することには限界があっ

たことなどの事情があったため、正当な結論を得

ることができた｡しかし､もし関係者がもっとずっ

と少数であったなら、捜査段階で関係者の供述を

操作することは可能であったと思われる。

今回、Tに対しては握造というべき供述の誘導

が行われた。Tの取調べは可視化されておらず、

Tの能力が低ければ今回の結論は異なっていた可

能性がある。私は、本件で生じた供述の提造を、

単なる病理的な一事象であるととらえるべきでは

ないと考える。必ずしも可視化されるわけでもな

く、弁謹人の立会いもなく、長期間・長時間の取

調べが認められるという法制度自体が、身体拘束

を受けている者に対して、捜査機関側が強い働き

かけをすることを可能にしている。強い働きかけ

は、ある人の記憶であったはずの供述に、証拠と

証拠を捜査機関の見立てのとおりにつなげていく

役割を負わせ、場合によっては当初のものとは全

く異なるものにさせる。

一部であっても可視化が法制度化された今日、

黙秘権の行使は、以前よりも現実的な選択肢と

なった。また、供述がゆがめられる過程を、事後

的にではあるが、一定程度分析できるようにも

なった。弁護人として、被疑者の「供述」が不当

にゆがめられることがないよう、努力していきた

いと改めて思う。
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