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このタイトルでプレゼンしたのが 2019 年 6

月 4日（火）。当時は、カルロス・ゴーン氏が 2018

年 11月 19日に東京地検特捜部に逮捕され、そ

の後再逮捕を経て2019年4月22日に特別背任

罪でも起訴された状況でした。 

もっとも、その後の 2019 年 12 月末、あっと

驚く逃亡劇でレバノンに姿を現したので、今やこ

の逃亡事件のほうが印象に残っていることでし

ょう。4回連載としますが、プレゼン後の事情も

取り入れながらの新たな書き下ろしです。 

そのカルロス・ゴーン被告人は、いろいろと主

張しましたが、主な点は、次のとおりです。 

(1) 有罪率 99.4%の日本の刑事裁判実務下では

正当な裁判を受けられない。 

(2) 否認だと保釈されない「人質司法」である。 

(3) 取調に弁護人立会がなく自白を強要された。 

(4) 正義から逃げたのではない、政治的迫害・日

産の陰謀から逃れた。 

大体この 4 つだと言えます。ただ、99.4%の

根拠は、私には分かりません。それはカルロス・

ゴーン被告人の会見を待つまでもなく、日弁連を

始めとしてよく主張されることですので、予想さ

れたことでした。まずは、(1)の有罪率の誤解を取

り上げます。 

 

有罪率 99.9%はミス＆ミス 

「ミス＆ミス」は、神話の Myth と間違い

Mistakeのミスです。マスメディアは、常に、日

本の刑事裁判の有罪率は「99.9%」だと報道しま

す。日本の弁護士も法学者も、そして法務検察も、

その数字を有罪率として挙げます。特にアメリカ

の有罪率 70～80%と比較して説明されると、本

当に溜息が出ます。私から見れば誤報に近いので

すが、その理由を説明します。 

 

1) 有罪率の計算式は？ 

「率」と聞いたら、統計の根拠と計算式を問い

詰める必要があります。有罪率 99.9%と言うとき

の計算式は、次のとおりです。 

 

 {1－（無罪人員÷起訴人員）}×100  

 

「人員」のところは「件数」でも構いません。有

罪率が高くなるのは、分子（無罪人員）が少ない

場合だけではありません。、分母（起訴人員）が

大きくなると、有罪率は高くなります。 

さて、日本で「起訴」の意味は、公判請求と略

式請求（罰金）の両方が含まれます。略式請求と

いうのは、被疑者・被告人が自白し有罪を認め（承

諾書に署名）、検察官も罰金求刑（100万円以下）

する場合で、公開法廷での審理はありません。必

要な記録を裁判官に送り、裁判官が罰金○○円に

処するという命令を出します。被告人は罰金を納

めればそれで手続は完了です。無免許運転・酒気

帯び運転・酒酔い運転などの現行犯や軽い交通人

身事故・暴行・傷害・器物損壊・窃盗その他の特

別法違反などが含まれます。この数がどの位ある

かというと、1988年で 129万人、1998年で 101

万人、2008 年で 46 万人、2018 年で 22万人で

す。 

ところが、公判請求人員は年間 9万人前後です

が、判決が出るのは年間 5～6万人です。先ほど

の計算式の分母を、 

① 公判請求の 6万人とするか、 
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② 略式人員の 22万人（昔なら 129万人）を

プラスするか 

で率が異なってきます。②では、自白事件が加

算されるので、当然、無罪率は限りなくゼロに

近づきます。更に言えば、公判請求でも自白事

件が 8～9割ですので、ますます無罪率はゼロ

に近づき、有罪率は 99.9%になるのも、当然な

のです。  

 

2) アメリカの計算式は？ 

これに対して、アメリカの有罪率の計算式は、

連邦又は州によって差はありますが、およそ 70

～80％と言われています。その計算式は日本とは

大きく違います。ご存知のとおり、アメリカとい

えば陪審裁判です。裁判官裁判もありますが、両

方とも否認事件です。自白していれば日本のよう

な刑事裁判は行われず、直ちに刑を決める手続

（量刑手続）に移行しますので、有罪率を出す必

要がありません（100%有罪ですから）。というこ

とは、アメリカの有罪率の計算式は 

 

 {1－（無罪人員÷否認人員）}×100  

 

となります。元々計算式が違うので、結論だけの

割合を比較するの、まやかしに近いのです。 

では、アメリカの計算式と同じにするために、

否認人員を分母にしたら日本の有罪率はいくら

になるでしょうか。否認事件の統計は、法務検察

は出しておらず、唯一、最高裁判所が出しており、

法曹時報の毎年 2月号に掲載されます。右段にあ

る統計は、第一審（地裁・簡裁）を合せた統計で

す。但し、否認人員は一部否認を含み、無罪人員

は一部無罪を含みます。どの年代でも、99.9%と

いう数字にはならず、95～

98%の間を行ったり来たり

しています。これこそ、私が

99.9%は神話であり間違い

であるとする根拠です。この

点は、データでみる「安全な

国 日本」の 46 頁に掲載し

ています。 

ところで、現在は裁判員裁判があります。法定

刑に無期懲役や死刑が含まれる重大な事件で実

施されてます。そこでの有罪率はどうなっている

でしょうか。最高裁判所のウェブサイトで速報値

が掲載されており、2009 年の開始から 2019 年

末時点の統計を示すと、次のとおりです。 

判決人員 12,528人 

否認人員  5,771人 

無罪人員    112人 

自白事件を含むの有罪率なら 99.01%、否認人

員を分母にするなら 98.06%です。ここでも

99.9%という数字は出てきません。99.9%になる

のは、前に述べた略式請求人員を分母に加えたと

きであり、それは全部自白事件で有罪になるから、

当たり前です。 

 

3) それでも高いのか?! 

確かに有罪率 95%でも 98%でも十分に高いと

言われればそれまでです。しかし、99.9%が与え

る印象とは違うと思います。 

もう一つ、別の説明をしましょう。先ほどのア

メリカの有罪率ですが、アメリカでは自白し罪を

認めれば、それが司法取引の結果であっても量刑

手続に移行するので「有罪」です。日本的感覚で

年 
判決人

員（A） 

否認人

員（B） 

無罪

人員

（C） 

否認 

有罪率 

1984 80,465 6,466 170 97.37% 

1989 62,795 4,565 186 95.93% 

1994 59,122 4,026 100 97.52% 

1999 71,884 4,441 98 97.79% 

2004 92,908 5,979 154 97.42% 

2009 74,818 5,002 135 97.30% 

2010 71,061 4,819 134 97.22% 

2011 65,618 5,018 149 97.03% 

2012 63,684 5,269 135 97.44% 

2017 54,662 5,188 180 96.53% 

2018 53,387 4,759 173 96.36% 
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言えば公判請求の内の自白事件ということにな

るでしょう。 

この「有罪」が全体のどの程度を占めるかとい

うと、90%を占めると言われています。すると、

陪審裁判になる否認事件は残り 10%となり、そ

のうちの 70～80％が有罪率ですから、全体でみ

ると有罪率は 97～98%ということになります。

こうしてみると、かなり印象が違ってくるのでは

ないでしょうか。 

 

4) 日本の起訴基準が違う 

それでも彼我の有罪率の差は歴然としてあり、

その理由は次のような差によると考えられます。

日本の検察官は、有罪判決の基準である「合理的

な疑いを容れない程度」に立証できると確信を持

ったときに起訴しています。それは別に無罪判決

を恐れるからではなく、刑事手続に乗ること自体

が被告人には相当の負担になるので、無罪になる

ような場合には早く解放するという精神から来

るのです。 

これに対して、アメリカなどでは訴追する検

察官が判決と同じ基準で判断する必要はなく、証

拠上の優越があれば起訴して裁判所の判断を仰

ぐべきだという感覚であると言われたりします。

イギリスに至っては、2009 年の統計ですが、正

式裁判（Crown Court）で否認事件の無罪率は

62%と言われています（法務省作成「諸外国の刑

事司法制度」）。有罪率が 48%と 5 割を切ってい

ます。これは、元々検察官は起訴に関与せず、警

察が起訴する制度になっていることと、起訴基準

が低い、つまり一定程度疑わしければ起訴して裁

判所に判断してもらおうというスタンスだから

です。まさに「正義は裁判所で実現されるべき」

という考えがあるからでしょう（この点は司法を

どう捉えるか根幹に関わるものですから、別の機

会に触れます）。 

有罪率が高すぎるとして非難する人がいる一

方で、ひとたび無罪が出ると訴追側のいい加減さ

を非難する人もいます。前者の考え方だと無罪が

もう少し出たほうがよいわけで、無罪判決は司法

（裁判所）が機能している証拠であると評価して

もよいはずなのですが、後者からはそうはいきま

せん。見方を変えれば、アメリカで起訴される事

件でも日本では不起訴になることを意味するこ

ともを意味し、それはアメリカやアメリカの制度

が良いと言っている人にとっては「不都合な真実」

になるかもしれません。 

なお、映画「それでもボクはやってない」では、

有罪率 99.9%のほかに、否認事件の有罪率は

97％であるというシーンがあります（弁護士役の

役所広司の台詞）。さすが周防正行監督です。同

じ映画で、99.9％と 97％をしっかり使い分けて

いるのに、この映画の後もなぜか世間では99.9％

ばかりが出回って強調されています。「人は統計

を自分の都合のよい結論・政策に合わせて使う」

と言われることがありますが、まさにそういうこ

とかもしれません。 

さて、カルロス・ゴーン被告人が 99.4%の有

罪率を持ち出して、正当な裁判が行われるとは思

えないという批判をしましたが、数字の根拠が不

明な上に、そもそも事実に基づかない、少なくと

も誤解した事実に基づく主張であることが分か

ってもらえるかと思います。特に、裁判員裁判の

有罪率をみてもらえば、決して日本の検察官や裁

判官の問題ではなく、一般人が関与した場合でも

大して差はないのです。ということは、この有罪

率を持ち出して批判するということは、検察官・

裁判官を批判するのみならず、日本国民の判断を

批判しているに等しいことになります。 

皆様の印象が多少なりとも変われば本望です。 

（つづく） 

 


