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1 公益通報相談の概略

　当会では、三会共同で、公益通報相談を行
っています（http://niben.jp/soudan/service/
koeki.html）。これは、「事業者が国民の生命・
身体・財産の保護、消費者の利益の擁護等に
かかわる法令に違反したり、違反しようとし
たりしていることを、公益を目的として通報
する方や、公益通報によって、不利益を受け
た方に、法的な助言や弁護士を紹介するサー
ビス」です。公益通報相談は、主に通報者か
らの相談となります。例えば、上司の不正を
知ってしまった、これをどうしようかという
ときに、どこに通報したらいいのか、いつ通
報したらいいのか、それからどういう資料を
そろえて通報すればいいのか…そういった通
報者を支援する立場で相談に応じるというの
が典型的な公益通報相談となります。また、
公益通報によって不利益を受けた方に対して、
例えば、通報したはいいけれど、社内で無視
をされたり、配転させられたといった問題に
どう対応すればいいのか、それを法的な観点
でアドバイスするというのも、公益通報相談
です。
　他方、弁護士業務としては、会社側の立場
で、会社から委託されて通報を処理するとい
う業務もあります。通報者側と会社側とは表、
裏の関係に立ちますが、公益通報相談では、
むしろ通報者側を支援するところが中心であ
り、量としても多いと思います。
　さらに、公益通報相談の特徴ですが、公益
通報相談では、正に公のためという側面が強
いものですから、通報に関して弁護士からア
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ドバイスをもらいたい相談者は、無料で相談
できることになっています。
　それから、もう1つ特徴的なことは、公益通
報相談では、相談者の匿名性をどう確保する
かという点が非常に重要な問題になります。
そこで、相談の入口の部分でも封筒に「氏名・
住所を記入する必要はありません」とするな
ど、この点への配慮が行われています。
　また、少し事務的な話になりますが、この
相談に際しての公益通報者保護相談カードは、
東京の三弁護士会にて順次配点されています。
各弁護士会には、この公益通報の問題を扱う
委員会・部会等があり、東京三会の中で順番
に配点をする形で相談に対応しています。こ
の公益通報相談がきて、三会の方から、「この
案件は二弁に」という配点がなされると皆さ
んのご協力を得ながら、その配点を受けた弁
護士が基本的には2名でチームを組んで対応す
ることになっています。
　当会の場合、相談者の名簿は、毎年、年度
末に行われている東京三会主催のシンポジウ
ムが研修の意味を有しており、これに参加い
ただくと、この公益通報相談の担当候補者の
名簿に登載されるということになっています。
　これから公益通報相談にも参加していきた
いと思われる方は、シンポジウムにぜひ参加
して、担当候補名簿に登載いただき、ご協力
いただければと思います。

2 公益通報者保護法の概略

　最近は、日本を代表するような大企業も含
めて、コンプライアンス違反の問題が非常に
取り沙汰されている状況です。
　そういう中で、内部通報であったり、いわ
ゆる内部告発と呼ばれるようなことが端緒と
なって、不祥事が発覚しているという状況も
ございます。ですから、新聞報道、その他で
も、この“内部通報”という言葉は、非常に
多く目にするようになったと思われているの
ではないかと存じます。
　それと同時に、この公益通報者保護法につ

いても、今、改正の議論が進んでいるところ
で、その文脈でも、“通報”という言葉はニュ
ース、新聞、その他で、頻繁に耳にするよう
になった言葉ではないかと思います。
　消費者庁のホームページに公益通報者保護
法の概要というものが示されております。公
益通報者保護法自体は、非常にコンパクトな
法律であって、弁護士の皆さんが読み解くに
はそう難しい法律ではないと思いますが、や
はり一般の相談者の方からは、独特の言い回
しも手伝って、なかなか難しい法律だと敬遠
されるところもある法律です。ですから、一
応、概要として基本的なところを確認しよう
と思います。
　はじめに公益通報者保護法の目的です。こ
れは「公益通報者の保護を図るとともに、国
民の生命、身体、財産その他の利益の保護に
かかる法令の規定の遵守を図り、もって国民
生活の安定及び社会経済の健全な発展に資す
ること」とされています。むしろ実際に公益
通報相談を受けるにあたってポイントになる
のは、公益通報と呼ぶことができる要件かと
思います。
　次に「公益通報の対象」です。①労働者

（公務員を含む）が、②不正の目的ではなく、
③労務提供先について、④通報対象事実が、
⑤生じ、または正に生じようとする旨を、⑥
所定の通報先に、⑦所定の保護要件を満たし
て通報をした場合である必要があるとされて
います。
　まず、①「労働者が」というのは、要は退
職者を含まないということを含意していると
ころです。公益通報相談者の中には、会社の
不正を暴きたいが、自分が在職中はなかなか
動くに動けないという方も多いです。そうい
う方は、通報すると覚悟するときには、会社
を辞めると決めていたり、あるいは「やはり
あの件は公にしないといけない不正だ」と退
職してから通報するというケースも多いわけ
ですが、あくまで公益通報者保護法で保護さ
れる公益通報というのは、「労働者」が行うも
のに限定されています。要するに退職者は含
まないというのが現行法でありますので、相
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談の際には、相談者が「現状どういうお立場
か」をしっかり確認しないといけません。
　それから、②「不正の目的ではなく」、③

「労務提供先について」、④「通報対象事実が」
との要件が必要になります。④「通報対象事
実」というのは、「刑法、食品衛生法、金融商
品取引法」等「その他、政令で定める対象法
律に規定する刑罰規定違反」です。平成28年
12月1日現在では、459本の法律が政令に掲げ
られています。さらにポイントなのが、この

「刑罰規定違反」です。刑罰規定に違反してい
なければ、この通報対象事実に入ってこない
ということです。例えば、公益通報相談を受
けて、確かに何か問題がありそうであり、調
べれば法違反というのは認められると思って
も、その違法が最終的に刑罰によって規制さ
れていなければ、ここでいう通報対象事実に
は入ってきません。
　公益通報相談を受ける際に、相談者は「公
益通報者保護法で保護されるか」ということ
に関心があります。そもそも違法は違法だけ
れども、この政令に掲げられている法律に違
反しているかを確認しなければならないし、
そこに法律違反があったとしても、刑罰で担
保されていなければ、公益通報者保護法では
守られませんので、政令に掲げられている法
律に違反しているかの確認には最もエネルギ
ーを割きます。
　そして、この通報対象事実が⑤「生じ、ま
たは正に生じようとする旨を」、⑥「所定の通
報先に」、⑦「所定の保護要件を満たして通報
した場合」には、これが公益通報者として保
護されるということになります。
　では、公益通報者保護法で保護されると、
どういう効果があるのか。これについては、
所定の要件に該当する公益通報を行った通報
者を解雇、その他の不利益取扱いから保護す
る、とされています。つまり解雇や配転等が
無効になるという民事上の効果として保護を
与えているのが公益通報者保護法です。

3 公益通報の3つのルート

　さらに、公益通報にはどういうルートがあ
るのかも、押さえておかないといけません。
　労働者から見ると、基本的に3つの通報ルー
トがあります。
　まず、1つ目が労働者からの事業者内部へ
の通報です。いわゆるヘルプラインへの通報
等がこれにあたります。通報窓口を設けて対
応している会社も多く、上場企業の9割以上で
は、通報相談の窓口が設けられています。そ
こに通報するのが正に内部通報です。
　また、事業者内部への通報には、会社が法
律事務所等の外部窓口に通報できるルートを
設けている場合もあります。これも会社がそ
の窓口を設定しているので、その窓口は外部
であっても、通報の性質は、内部通報となり
ます。公益通報者が内部通報を行うルートと
しては、内部の窓口もあれば、外部の窓口も
あるということです。
　残り2つのルートが事業者の外に情報を出す
ルートです。
　このうちのまず1つ目が、行政機関への通報
です。これは処分等の権限を有する行政機関
に通報するものです。行政機関は複雑になっ
ているので、公益通報相談を受けて、「どこに
通報すればいいの」という相談の際は、処分
等の権限を有する行政機関にあたるところを
調べてアドバイスすることになります。
　さらにもう1つ外部に通報するルートとして
は、マスコミや消費者団体等に通報するとい
うルートがあります。
　このように通報者目線で見ると、内部通報
と、外部通報の中でも、行政機関、あるいは
マスコミや消費者団体等に対する通報の3つが
あるということになります。
　それぞれに、要件が微妙に異なっており、
これもまた公益通報者保護法を理解する際の1
つのポイントになります。
　まず、内部通報については、不正の目的の
通報でなければ、もうそれで公益通報者保護
法の保護要件はパスするということになりま
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す。要するに会社の名誉を意図的に害するよ
うな目的で嫌がらせのために通報する等のも
のでなければ、内部通報に関しては公益通報
者保護法の要件を満たしてくることになりま
す。
　ところが、行政機関への通報については、
不正の目的の通報でないことに加えて、通報
内容に真実相当性があること、という要件が
付加されます。
　この真実相当性というのは、違法行為があ
る、あるいは生じようとしているということ
について、それを真実であると信じることに
ついて相当な理由があるかどうかが問われる
ことになります。分かりやすく言えば、「それ
なりの資料がある」ということが必要になり
ます。
　要は、通報者目線で言うと、社内に通報す
るのが一番ハードルの低い保護要件でクリア
されるわけですが、ある程度資料がそろって
いれば内部通報にこだわらず、行政機関への
通報もできることになります。
　では、マスコミ等に通報するときにはどう
いう要件が付加されるかと言うと、行政機関
への通報よりもさらに要件が加重されます。
すなわち、不正の目的の通報でないこと、真
実相当性に加え、「内部通報では不利益な取扱
いを受けると信ずるに足りる相当の理由があ
る場合」、「内部通報では証拠隠滅のおそれが
ある場合」、あるいは「生命・身体の危害が発
生する場合」等の要件を満たす必要がありま
す。
　上記に加えて1つポイントになると思われる
のは、内部通報をして、20日間、会社が放置
した、調査を開始しないといった場合には、

「マスコミ等への外部通報もできる」というこ
とが規定されている点です。
　これは、いわゆる“20日間ルール”などと
呼ばれています。要するに、会社の立場から
見ると、「20日放置すると、マスコミに出る可
能性がある」ということを意味しますので、
この点は重要なポイントです。
　以上が公益通報者保護法の概要です。公益
通報相談を受けた際に、「私は公益通報者保護

法で守られるんですか」という質問がされれ
ば、公益通報の対象になるかどうか、その要
件をしっかりあてはめて、3つのルートのう
ち、どこに通報するのか、それぞれの保護要
件を押さえた上で、「公益通報者保護法で保護
されますよ」ということを初めてアドバイス
できることになります。
　もっとも、公益通報者保護法で保護されな
くても、例えば通報したことによって解雇を
受けてしまったということになれば、当然、
解雇権濫用法理は適用されますから、その一
般法理の中でその通報が公益のために行われ
た行為だということは考慮されることになり
ます。しかし、それは極端に言えば、裁判を
やってみなければ分からない話ですから、や
はり相談者としては、まず、法律で守られる
かどうかというところを気にされるのは当然
かと思います。

4 公益通報が
近時注目される理由

　最近は、公益通報が2つの観点でホットにな
っています。1つは、現行の公益通報者保護法
が改正される可能性があるという点です。そ
れからもう1つが、平成28年12月に、民間事業
者向けのガイドラインが10年ぶりに改正され
ているという点です。
　特に後者は、各会社がそれぞれ通報者を保
護しながらしっかり情報を収集して不祥事を
起こさないという方向に誘導するために、ど
ういうガイドラインの改正が行われたか、と
いう点が非常に大きな関心事となっています。
特に大きな会社では、「ガイドラインは法的拘
束力がないので、対応しなくとも問題ない」
ということも言っていられません。
　今申し上げた、法改正とガイドラインです
が、この音頭を取っているのは消費者庁です。
消費者庁は、「公益通報者保護制度の実効性の
向上に関する検討会」というものをここ何年
か開催しておりまして、この検討会で、これ
からの通報制度をどうするのか議論していま
す。
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　その最終取りまとめである「最終報告書の
概要について」＊という資料がありますが、こ
ちらは非常に使いやすい資料ですので、ぜひ
ご覧いただければと思います。

5 改正に向けての議論

　改正に向けてどういう議論が行われている
のかですが、検討会内のワーキンググループ
では、大きく6つの点に議論が整理されていま
す。
　まず1つ目が通報者の範囲です。現行法で
は、労働者でなければ、公益通報者保護法で
保護されないことになっていますが、退職者
は含めることが適当だということが報告され
ています。この退職者が通報の主体になると
いうことは、法改正が実現されるのではない
かと期待しています。むしろ、退職後何年間、
通報を認めるか、そういったところを議論す
ることが必要かと思います。何十年も前に退
職した人が、コンプライアンスを是正するの
に有益な情報をどれだけ持っているのかとい
う話にもなりますし、一方で、やはり退職者
の方が非常にいい情報を持っているというこ
ともおそらく明らかですから、退職後何年間、
通報者として保護していくのかという点が、
実質的な論点になるかと思います。
　また、役員の中でもいわゆる中小企業の役
員ということになると、労働者と何が違うの
か、通報主体にしたらどうかといった議論も
されております。さらに取引先の事業者や実
際被害を受けている人の家族をどうするのか
といった議論も行われています。ただ法改正
というハードルを考えると、後者の点は少し
難しいのかなと個人的には思います。
　それから2つ目が通報対象事実の範囲につい
てです。公益通報で保護されるのは、刑罰で
担保される法令違反のみです。ワーキンググ
ループでは、別に刑罰で担保されるというこ
とにこだわらなくても良いのではないかとい

うことが議論されています。また、現行法で
は、条例違反は公益通報者保護法で保護され
ていませんが、例えば、補助金に関する不正
の相談を受けたような場合、地方公共団体が
条例で制度を設けている場合もあり、相談者
からするとなぜ条例違反は駄目なのかという
ことになりますが、こういったところも改正
に向けて議論が行われました。
　3つ目が外部通報の要件です。行政機関に通
報しようということになれば、真実相当性の
要件が付加されていますが、だいたい公益通
報相談に資料をばっちりそろえて相談に来ら
れることの方が圧倒的に少ないです。今回ワ
ーキンググループでは、この真実相当性の要
件を仮に不要としたらどうかが議論されてい
ます。通報者目線で言うと、資料をそろえな
くても行政機関への通報ができることになる
わけです。これは会社から見ると、行政機関
に通報されやすくなり、自社の自浄作用によ
ってコンプライアンス違反状態を是正したい
のに、それが内部通報と同じような要件で外
に出てしまっては困る、という話も出てきま
す。この外部通報の要件を緩和するというこ
との実践的な意味は、内部通報と行政機関へ
の通報を競争させることにあります。会社と
しては、行政機関にやすやすと会社の不祥事
の情報が流されると困るので、内側でしっか
り情報を確保して、自浄作用を働かせなけれ
ばならないというインセンティブになります。
外部通報の要件を緩和するということは、す
なわち、会社が正に自分たちの力で内部通報
を活性化させる制度を作り上げなければなら
ないということを意味します。
　これはやはり民間ガイドラインと合わさっ
て、会社が自ら内部通報に本気で取り組んで、
情報をしっかり吸収して、コンプライアンス
経営を推進していかなければならないという
ことへのインパクトになると思います。
　それから4つ目、不利益取扱いに対する行政
措置・刑事罰です。民事上解雇を無効にする
だけで足りるのか、不利益取扱いをした使用

＊　�www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/research/improvement/pdf/koujou_161215_0002.pdf
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者に対しては刑罰を科すぐらいのことをしな
ければならないのかといった議論がなされて
います。
　そのほか5つ目、6つ目の守秘義務やその他
の論点についても議論がなされていますが、
どういう議論があったかは、「ワーキング・グ
ループ報告書の概要」に非常にコンパクトに
整理されていますので、そちらをご参照いた
だければと思っております。

6 3つの通報ルートと
公益通報の関係

　3つの通報ルートと公益通報の関係について
は、公益通報は、公益通報者保護法によって
保護される通報かどうなのかという観点で議
論される概念となりますので、その企業の内
部通報なのか外部通報なのかということと、
公益通報なのかどうなのかというのは、観点
の違う議論だということは整理しておいた方
がいいかと思います。要するに、公益通報に
は内部通報もあれば、外部通報もあるという
ことです。内部通報であろうと外部通報であ
ろうと、公益通報者保護法の要件を満たして
いれば、それは公益通報者保護法で保護され
ます。これは、意外と整理できているようで、
できていないところかと思います。
　さらに、内部告発という言葉も使われてお
ります。内部告発というのは、私の整理では、
いわば俗語として、その「告発」という言葉
のインパクトに非常にうまみがあって使われ
るにすぎない言葉かと思います。通報主体が
企業内部者である場合、この通報を内部告発
と呼ぶ場合があります。あるいは別の使い方
としては、企業内部者からの外部通報を特に
内部告発と呼ぶ、そういう例もあって、ここ
は用語法としては統一されていないので、逆
に言えば注意して読み解かないといけません。
　俗語的に使われるのが内部告発という言葉
で、公益通報者保護法との関係ではむしろ内
部通報、外部通報、公益通報、この3つをしっ
かり切り分けておくことが重要かと思います。
　また、新しい民間事業者向けガイドライン

は、言うまでもなく、内部通報についてのガ
イドラインです。会社が自分のところの通報
ルートを通報者にどう使いやすくして、行政
に流されることなくいかに会社内で情報をつ
かんで是正措置に至らせるか、その誘導を行
っているのがこのガイドラインとなります。
　そうすると、内部通報について、外部窓口
を受託して仕事されている方もいらっしゃる
かと思いますが、そういう方は内部通報が外
部窓口である自分のところに来た際には、や
はり公益通報としての内部通報と、公益通報
ではない社内規程に則って処理をすれば足り
る内部通報とで分かれてきます。ですから、
公益通報としての内部通報については、先ほ
ど確認した公益通報者保護法との関係で、や
はり整理しておかないといけない。その最た
るものが先の“20日間ルール”です。公益通
報としての内部通報を受けて、会社が20日間
調査をしないと、これはマスコミ通報も可能
になってしまうということになりますから、
内部通報のヘルプラインとしても、やはり公
益通報者保護法の要件はしっかり理解してお
かないといけないと思います。
　公益通報者にとっては、事業者内部への通
報、行政機関への通報、マスコミ等への通報
という3つのルートがあります。どのルートが
通報ルートとして適切か、通報者の希望を叶
えるルートなのか、どうせ会社に言ったって
もみ消されるだけだということになれば、最
初から行政機関に通報した方が実効性がある
という目線も出てきますし、場合によっては
マスコミにいきなり記者会見をやった方が効
果があるということもあり得ます。
　ワーキンググループの座長である東大の宇
賀先生のご発想だと、いっそのこと内部通報
と外部通報を少し競争させたらどうかという
制度間競争ということになるかと思います。
　制度間競争というのは、利用する制度につ
いて選択肢があり、ほかの制度を利用する障
壁が低ければ、実効性の乏しい制度や、利用
に危険が伴う制度は選択されなくなる、とい
うものです。要するに、内部通報をしても、
うちの社長は何も取り合ってくれないはずだ

講演録：消費者基礎研修会「公益通報相談のスキル」
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から、行政機関に行った方がいい、という選
択になります。しかし、会社の立場からすれ
ば、行政機関に通報されたらそれはかなわな
いので、内部通報をもっと利用しやすく、さ
らに実効性があるものにしていこうというこ
とになります。むしろコンプライアンスに本
気で取り組まないと行政機関に不祥事情報が
渡ってしまうというインセンティブを働かせ
ることによって、内部通報制度を充実させる
ことを意図しています。私は、法改正の論議
も、実際できた民間ガイドラインも、そうい
う方向で内部通報を自主的に充実させる誘導
を行っているのではないかと理解しています。
　消費者庁は、この間、民間事業者向けのガ
イドラインだけではなくて、行政機関向けの
ガイドライン、地方公共団体向けのガイドラ
インも改正しております。そこでは、通報者
を保護するということを強く謳っているわけ
です。そうすると、やはり利用者である通報
者としては、会社に言うよりも、行政機関に
通報してちゃんと守ってくれるのであればそ
ちらに行こうかなという流れもあるわけです
から、それに対抗できる内部通報制度を、今
会社は本気で考えなければいけない、そうい
うタイミングに来ているのかなと思います。

7 民間事業者の取組の促進

　もう一点申し上げておきたいことが、民間
事業者の取組の促進についてです。その1つ目
の柱が、事業者が自主的に取り組むことが推
奨される事項の具体化であり、事業者向けガ
イドラインが改正されています。
　2つ目の柱が、事業者の自主的な取組を促進
するためのインセンティブの導入です。検討
会では、従業員が安心して通報相談できる環
境を整備し、内部通報制度をコンプライアン
ス経営等に積極的に活用する企業を評価する
認証制度を設けることを検討しています。
　どうなるかという着地点が決まった議論で
はありませんが、例えば、この会社は☆3つの
内部通報制度を有しており、こちらの会社は

☆2つですと、企業のSCRレポートやアニュア
ルレポートのようなところで積極的に謳って
よいといった制度の導入です。会社の内部通
報制度を認証する制度が始まると、会社は☆3
つが欲しくなり、そのために、新しいガイド
ラインに即応した形で規程が整備され、運用
もなされれば、認証でいい評価が取れるわけ
です。それをしっかりアピールできるという
ところで、さらにこのガイドラインに即した
内部通報制度を強力に誘導するということが
行われることになろうかと思います。
　まだ議論は始まったばかりかと思いますが、
この種の議論は、始まれば割と早く決まって
いくものですから、決まったときには、おそ
らく皆さんの顧問先等からも、内部通報制度
にいよいよ本気で取り組まないと認証制度で
☆がもらえない、それだと具合が悪いという
ことで、いろいろご相談も増えるのではない
かと思います。

8 公益通報相談のスキル

　当会には、公益通報相談マニュアルという
ものがあり、公益通報相談担当者の名簿に登
載されて、公益通報相談を実際に受けるとい
うことになると、このマニュアルが配布され、
これに則って相談に対応することになります。
そちらにも記載がありますが、公益通報相談
のスキルとして、どういうところに注意をし
ていくことになるのかを確認したいと思いま
す。
　まず、公益通報と自己の被害との区別の必
要性です。公益通報は正に公益のための通報
です。公益通報相談をお願いしますと配点さ
れて、事案を見て、あるいは相談者とお話を
する中で、これは本当に公益通報相談なのか、
結局は自分の権利実現のためのものではない
かというところが入口で問題となることがし
ばしばあります。
　公益通報に名を借りた私益相談であると判
断すれば、それ以上は、公益通報相談として
お話を聞くということはできないことになり
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ます。例えば、会社の労務コンプライアンス
についての通報の形を取っていても、実質は
自分自身の残業代の未払い請求をしたいとい
う相談であるとなれば、公益通報相談として
は打ち切って、いわゆる労働相談の方でお話
ししたらいかがですかと、労働相談の方にお
つなぎしたり、あるいは、自分がいわゆる直
受けする手続を取って、労働事件として受任
をして対応していくということになります。
この公益なのか、私益なのかというところは、
どうしても公益通報相談の入口のところで見
極める必要がありますし、見極めも実は難し
いところです。
　また、通報者自身の被害の申告が含まれて
いる通報、例えば、残業代の未払い、危険作
業に従事しているケースをどう扱うか、こう
いった点も問題となります。セクハラ、パワ
ハラ等の問題、職場いじめの問題等、自己も
被害を受けているが、ほかにも従業員が泣き
寝入りしているとして告発をするというケー
スも多くあります。このように自己の被害の
申告を含む職場環境や職場における問題行為
についての相談案件について、どう処理する
かが問題となります。このような相談を受け
た場合には、相談者が何を望んでいるのか、
しっかり見極めなければいけません。
　具体的な1つのイメージとしては、相談者が
損害賠償請求や既になされた不利益処分から
の回復等、自己の利益の実現を第一に望む場
合には、労働相談等で対応することになりま
す。相談者が職場環境を改善することにより、
自己を含む職場の被害者全体の救済、公益を
求めるという場合には、公益通報相談として
とらえていただくことになります。あまり無
下にこれは結局あなたのための相談ですよね
ということは避けるようには心がけておりま
すが、やはりどこかのタイミングで労働相談
の方におつなぎせざるを得ないこともあると
いうことは、念頭に置いていただけるとよい
かと思います。そしてもし、公益と相談者の
利益の追求が事件処理において両立する場合
には、両者を並行的に、または順番に処理し
ていく必要があります。このあたりは、公益

通報相談をご担当いただく際には、やはり入
口のところでポイントになります。
　結局は、相談者が一体何を相談したいのか
をしっかり見極めることが、ポイントだと思
います。先のマニュアルの中では、この通報
対象事実が、以下のように分類されています。

「Ⅰ法令に違反しないが、多くの国民等の生
命、身体、安全等に危険な事実」、「Ⅱa法令に
違反するが刑罰等でもって規制されない事実

（民法、商法等の民事法に違反する事実、公法
上の規制法であっても過料になる事実等）」、

「Ⅱbⅰ刑罰等で規制される規制違反事実のう
ち、公益通報者保護法の政令の別表に記載さ
れない犯罪事実等（政治資金規正法、公職選
挙法、所得税法違反など）」、「Ⅱbⅱ刑罰等で
規制される規制違反事実のうち、公益通報法
の政令の別表に記載される犯罪事実等（本法
の通報対象事実に該当）」です。これにあては
めて、杓子定規に処理すべきであるという趣
旨ではないですが、やはり通報者がどういう
ところに力点を置き、どういう思いで相談に
来られているのか、あるいは公益通報者保護
法でちゃんと保護されながら対応ができるの
かを見極めるには有用な整理かと思います。
　まず、Ⅰ法令に違反はしないが、多くの国
民等の生命、身体、安全等に危険な事実があ
る場合です。これは、法令違反がない場合、
例えば、条例違反であれば、重大な条例違反
であっても、公益通報者保護法では保護され
ないけれども、やはり国民のあるいは住民の
生命身体にもかかわってくる、安全にもかか
わってくるということになれば、対応しない
という選択肢はやはり弁護士としてはないか
と思います。公益通報者保護法で保護されな
くても、通報者がどういう思いで、どこまで
の是正を求めているのかというところをしっ
かり切り出した上で、一般法理で保護される
こともあるわけですから、そういった可能性
も視野にアドバイスや対応をしなければなら
ないと思います。
　次に、Ⅱ法令に違反する事実がある場合で
す。まず、このうち、Ⅱa法令に違反するが刑
罰等では規制されていない場合です。よく民

講演録：消費者基礎研修会「公益通報相談のスキル」
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商法、会社法などにある例ですが、過料はあ
るが、刑罰は規定されてないというようなケ
ースもあります。そうすると、法令違反であ
っても刑罰で担保されていなければ、公益通
報者保護法では保護されませんから、それを
踏まえた上で、どう相談者にアドバイスして
いこうかということを考えなければなりませ
ん。
　そして、Ⅱb刑罰等で規制される規制違反事
実のうち、Ⅱbⅰ刑罰はあるということになっ
たとしても、本法の政令の別表に記載されな
い犯罪事実である場合です。要するに、公益
通報者保護法では、政令に掲げられている場
合は通報対象事実に該当する可能性があるわ
けですが、政令に挙がっていない法律の場合
には、公益通報者保護法では保護されないと
いうことになるわけです。その例として、政
治資金規正法とか、公職選挙法、所得税法違
反があります。公益通報者保護法は、やはり
最終的には、消費者の利益を守るというとこ
ろに着眼しているもので、国家法益について
は、今のところ保護されていません。税法違
反などについては、正に公益通報で明らかに
するのがピッタリくるのではないかといった
議論も行われておりますが、少なくとも現行
法では、この政治資金規正法違反、所得税法
違反といったものは、公益通報者保護法では
保護されない、通報対象事実として保護され
ていないということになります。
　それで、Ⅱbⅱが、やっと公益通報者保護法
の通報対象事実に該当するものという整理に
なるわけです。まず、公益通報者保護法をし
っかり整理し、調査をしないと、この切り分
け自体も、実はかなり難しい作業となります。
　また、通報対象事実がどの法律に違反する
のかというのは、弁護士にとっては、これが
一番判断の難しい問題です。刑法そのほか比
較的知られた法律であればよいですが、業法
違反等となると、なかなか調べるのも大変で
す。こういう場合には、通報者もそれなりに
調べて相談に来たり、あるいは自分がかかわ
っている業務との関係で、その分野について
の法律はよく知っているという場合も多いの

で、通報者にまず聞いてみて、そこからあた
りを付けて調べていくというのも、公益通報
相談を担当していただく際の必要なスキルの1
つだと思います。
　また、通報者に、「問題があったときにどこ
の役所の人が来るか」という質問をして「県
の○○課の人が来る」というような回答を手
がかりに、どの法律に違反するかの調査に入
るというようなことも、合理的かと思います。
　また、相談に際して注意すべき点としては、
違法性、不法性のレベルの判断を説明する必
要がある点です。例えば、法律上、前記のⅡb
に該当するとしても、あまり社会的には盛り
上がらないという事案も無くはないと思いま
す。そういう場合には、例えば、マスコミへ
通報をして是正したいという相談を受けたと
しても、もしかしたら、あまりマスコミが取
り上げてくれない可能性もありますがどうし
ますか、ほかの通報ルートを考え直しましょ
うかなどと、相談に対応することもあるかと
思います。
　それから、証拠の問題も、公益通報相談を
受けるにあたって、非常に難しい問題だと思
います。相談事実が公益通報に該当するとし
ても、それを裏付ける証拠はどのようなもの
かを検討、判断する必要があります。相談者
からもどのような証拠を集めればよいのかと
いう相談を受けることがよくあります。この
ような相談を受けたら、どのような文書があ
るのか詳しく聞き取ったり、こちらから、こ
ういう伝票があるはずだということを積極的
に指摘して、確認する必要があると思います。
　次に、どのようにして証拠収集すればよい
のかという相談もよくあります。ここで難し
い判断が求められるのは、コピーを取るよう
にとアドバイスするのかどうかです。企業内
のコンピューターネットワークで、他部門の
情報にアクセスすることをアドバイスするか
どうか。するとして、その場合の留意点のア
ドバイスをどうするか。こういったところは、
非常に悩ましいです。私だと、証拠集めは無
理になさらずにと、基本的に考えてしまいま
す。
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　いつでも従業員が持ち出せる資料であれば
問題ありませんが、社内ルールで必ず上司の
許可が無ければこのキャビネットは開けられ
ないというようなことがあったり、休日にそ
の資料を取りに行くのに会社に立ち入るとい
うことになれば、これは建造物侵入罪等のリ
スクも冒さなければならなくなる可能性もあ
るわけです。そうなると、その証拠をどう集
めればよいのかが問題になります。
　内部通報の場合には、真実相当性まで求め
られていませんから、正に「ご無理なく」と
いうことで結構なのかもしれませんが、会社
に通報しても全然意味がなく、行政機関に言
わざるを得ない場合には、真実相当性の要件
が必要となるため、ある程度資料は持ってい
ないと、行政機関としても対応に困るという
のが率直なところであり、公益通報者保護法
で保護される要件を満たさない可能性も出て
くるわけです。そうすると、その証拠を集め
るにあたって、犯罪行為等のリスクをどこま
で冒させるのかが問題となります。
　そこは個別の事案で、どのくらいの機密情
報であって、どういう管理状況が取られてい
るのか、そういったところを具体的に聞いた
上で、違法性が阻却されるための要件を本当
に満たしているのかどうか慎重に判断の上で、
アドバイスしないといけません。
　それから、どこに通報したらよいかという
点についてです。本法は、問題の生じている
事業者に内部で問題を解決する機会を与える
という考え方の上で成り立っていますので、
企業内のヘルプラインを利用すべきかどうか
です。相談に来られた方の会社にどういう窓
口があるのか、その窓口を運用しているのは
誰なのか、そういった基本的なところをしっ
かり確認した上で、それが使えるのか、外部
に行かざるを得ないのかを、判断していくこ
とになります。
　さらに、最近の上場会社では、いわゆるコ
ーポレートガバナンス・コードにも、内部通
報の窓口として、社外の取締役とか監査役、
いわゆる非業務執行役員を窓口にするような
ことを推奨しておりますので、それに対応し

た会社というのも出てきているようです。内
部通報制度も、業務執行の一環であり、その
トップは、言ってみれば社長なわけです。最
後は社長が握り潰すことができてしまうけれ
ども、それをさせないためには、非業務執行
役員である社外取締役や監査役に一役買って
もらおうというコンセプトだと思います。場
合によって、役員の不正事案だということに
なれば、そういった執行から独立した制度に
基づく窓口は無いのかということを確認する
ことも必要です。
　それから、コンプライアンスに関しては、
監査役設置会社であれば、監査役に対する報
告制度が会社法で規定されております。監査
役に対する報告は、いわゆるダブルレポート
のような形で監査役の耳にも入っていればい
いというのが一応会社法の理解かと思います
が、企業によっては、監査役に直接報告する
単なる報告ではなくて、法の趣旨をより実効
化するために、直接報告制度というものを設
けるトレンドもあるやに聞いております。監
査役に直接報告できる制度があるということ
になれば、会社法上の制度という位置づけか
もしれませんが、実質的には、それは内部通
報の窓口と同じ機能を果たすと思いますので、
役員の不正に関しては、非業務執行役員で構
成されている窓口があるとか、監査役に対す
る直接報告制度であるとか、やはり相談を受
ける側としては熟知していないと、もっとよ
い実効性のあるルートがあったはずなのにと、
後々言われかねないということですので、会
社法のような法律も勉強していないといけな
いのかなと思う次第であります。
　それから、企業のヘルプラインの利用に問
題があると判断したときには、監督権限を有
する行政機関に通報するのが最も実効性があ
り、危険性が少ないと思われます。しかしそ
の場合であっても、慎重に取扱わないと、相
談者の行動が企業等に察知されてしまい、相
談者に不利益および危険性が生じることも否
定できないので、次の3点に留意する必要があ
ります。①匿名でメールやFAX、手紙を送り
様子を見て、行政機関が動くかを確かめる、

講演録：消費者基礎研修会「公益通報相談のスキル」
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②匿名を条件に、行政機関に直接電話で話を
する、③企業に絶対に通報が漏れないことを
条件に行政機関の面接に応じるというプロセ
スを経るようにすることです。
　新聞報道等で、行政機関に通報したが、行
政機関のマインドに問題があり、すぐ匿名性
を解除するような対応をしてしまった、ずっ
と放置して何の対応も取られない、といった
類型の不祥事もよくあるところです。そうい
ったことに配慮するとすれば、①フリーアド
レスなどを利用して、匿名でまずメールをし
てみたり、FAXや手紙を送り、様子を見て、
それで行政機関が動くかどうか見極める必要
があります。もっとも、実際に、どういう対
応がなされるのか、フィードバックを期待す
るのもなかなか現実的でないところがありま
すが、これも1つのやり方だと思います。
　それから、いつ通報するかということです。
退職直前の方も、退職すると決めて相談にい
らっしゃる方も、結構多いと思います。この
場合、退職を決めているのであれば、特に不
利益取扱いも具体的にはされない、もう辞め
てしまうわけだから、あまり気にしなくても
いいのではないかという議論もありますが、
例えば、退職した後に、退職金の支払いまで
少し期間があるといったときに、やはりアイ
ツは会社の重要な情報を外部に漏らしており、
就業規則に照らせば、懲戒解雇相当であるか
ら退職金を払う理由もないと、そんな論理で
不利益な取扱いをされるということもありま
す。ですので、退職後すぐではなくて、やは
り少し時期を見計らって通報するといった配
慮もあってもよいのではないかと思います。
　また、現職の場合、通報者が分からないよ
うに様々な配慮を尽くしても、企業等に通報
者の行動が判明し、様々な不利益を受ける可
能性は否定できません。通報すべきかどうか、
どのような形で通報すべきかについて、慎重
な判断が求められます。
　その企業の規模にもよりますが、あまり大
きくない企業ということであれば、結局は誰
が通報したのかというのが、通報のタイミン
グではなく、調査の過程で分かってしまうこ

との方が、むしろ多い可能性があります。そ
の場合に、こんなことになるとは思っていな
かったという相談者とのトラブルはよくある
ことです。懲戒のリスクも非常に高い類型だ
と思いますので、十分に説明をして、通報を
した後、調査のこういうタイミングであなた
が通報したということが分かってしまう可能
性があるが、それでも通報するか？というと
ころは、よく確認をしないといけないと思い
ます。私が経験した公益通報相談では、最後
はここがネックで、実際の通報には至らない
ということも多い印象があります。しかし、
そういう場合でも、弁護士が寄り添って相談
に応じ、最後に通報を断念するということに
なったとしても、「お話しできたことで納得し
ます」とお帰りいただくという相談があって
もいいのではないかと思います。不正につい
て非常に正義感を持って来られる方の正義感
を共有することも、弁護士の役割かと思いま
す。
　さらに一般法理による救済についてです。
例えば解雇であれば解雇権濫用法理など、公
益通報者保護法でダイレクトに保護されなく
ても、公益目的で行動したということは、一
般法理で考慮されることもあるということも、
前提として知っておかなければいけないと思
います。
　その他の留意点としては、現実に不利益を
受ける危険性があることをどのようにアドバ
イスするかという難しい問題があります。相
談者に通報が自己責任であることばかりを強
調して、有益な公益通報の機会を思いとどま
らせることになると、弁護士会の公益通報相
談を受けたから、かえって有益な公益通報が
阻害されたということにもなりかねません。
何か判断基準の正解があるということではな
いかもしれませんが、公益通報相談をご担当
いただく際には、この問題と常に向き合わな
ければいけないということは、お知らせでき
ればと思います。
　また、やはり保護される公益通報なのかど
うかというところでは、かなりの調査、正確
な議論が必要になってくると思いますので、
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弁護士会に来ていただいて、そこですぐに何
かいいアドバイスができるということの方が
なかなか少ないと思います。相談の際は、配
点の後、相談者に連絡を取って、日程を決め
て、相談に至るということになりますが、こ
の相談者とのやり取りのときに、その相談を
有効に活用するための場ととらえて、事前の
ヒアリングに相当するような、資料としてど
ういうものがあるのか、どの辺りの法令を事
前に確認しておけばよいのか、そういった準
備の部分が非常に重要になるかと思います。

9 ケーススタディ

　相談者はA社の取締役です。A社は従業員15
名ほどの町工場で、納期が近くなると、従業
員は残業を余儀なくされますが、残業代の支
払はなされていません。相談者はこの違法残
業について、役員会で話題にしたが、創業者
である社長とその親族であるほかの取締役は、
聞く耳を持ってくれない。従業員のことを考
えると、このような違法状態は是正しなけれ
ばならない、という相談です。
　この場合、公益通報相談担当者であるみな
さんはどうアドバイスされるでしょうか。
　公益通報者保護法は、労働者しか保護して
いませんので、A社の取締役はそもそも保護
されないということは、まず前提として確認
する必要があるかと思います。もちろん改正
の論議としては、役員も通報主体に入れたら
どうかという議論があるということは、ご紹
介したとおりです。
　その上で、公益通報者保護法では保護され
ませんが、残業代の支払がなされていないと
いうことであれば、労働基準監督署の方に行
ったらどうですかという回答になってくると
思います。
　その際、本当に公益通報相談なのか、自分
の利益のためなのかという点も、チェックし
なくてはいけないわけですが、取締役である
以上、おそらく自分自身の未払い残業代とい
うことではなく、ほかの従業員の未払い残業

代について解消したいという思いなんだろう
と思われます。その辺りの事情を伺い、公益
通報者保護法では保護はされないけれども、
公益通報相談としてお話はうかがうというこ
とになると思います。
　では、公益通報相談として、どういうアド
バイスをしていくのかです。正解があるわけ
ではありませんが、仮に、労基に相談された
らどうですかと言ったときに、労基の対応と
して、従業員の方が、実際にどのくらい残業
を余儀なくされていて、どういう違法状態な
のか、やはり従業員の方に直接話を聞きたい
ということも、出てくると思います。
　そうなった場合には、15名ほどの町工場と
いう状況も、具体的にうかがわなければいけ
ないと思います。通報する際には、協力者、
支援者というものの存在も、やはり大きいと
思います。そうすると、この創業者のやり方
を面白くないと思っている、未払い残業の直
接の被害者である従業員の方とアクセスでき
るような状況に、このA社の取締役がいると
いうのであれば、そういう方にも協力してい
ただいて、一緒に労基に駆け込むといった対
応もあるのかと思います。
　もちろん、これだけの事実関係で、何か確
定的なことを申し上げられる話では無いので
すが、支援者の協力が得られるかというよう
な視点も、1つ重要かと思います。
　長時間ご清聴どうもありがとうございまし
た。 

講演録：消費者基礎研修会「公益通報相談のスキル」


