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Ⅰ 不利益取扱いを民事上違法とする効果（法３条、５条）の要件について 

 

第１ 通報者の範囲 

 １ 総論 

（１）通報者の範囲を広げる必要性について 

【必要性があるとする意見】 

○ 通報者が誰かによって公益通報の価値が変わることはないと考える

ため、通報者の範囲はできるだけ幅広に捉えた方が良い（光前委員）。 

○ 公益通報制度を､なるべく広く情報を集めて、それを企業の不祥事の

予防・是正につなげる制度として考えた場合、大きな方向性としては、

基本的には適用対象を広げる方向で考えるのが良く、通報者の範囲を労

働者に限る合理性はないのではないか（拝師委員）。 

○ 公益通報者保護法においては、民事的ルールだけではなく、例えば、

通報の受付先が通報者の秘密を守る、不利益取扱いが行政措置や刑事罰

の対象となるといった効果が検討されている。あるいは民事ルールにお

いても、推定規定などが検討されている。このような幅広な効果との関

係でも、通報者の範囲を広げる意義がある（拝師委員）。 

○ 一般法理で保護されているから保護の必要がないとの意見もあるが、

労働者についても労働契約法等で保護されているところ、それにもかか

わらず、本法で保護している。公益通報者保護法の意義は、いわゆる公

共性の高い告発行為についての正当性を確認、明確化することにある

（光前委員）。 

○ 男女雇用機会均等法（均等法第９条第４項）、労働基準法違反の申立て

を理由とする解雇の禁止（労働基準法第 104 条第２項）など、特定の事

由を理由とする解雇が禁止されることと、判例法理として発展した一般

法理は両立する（島田委員）。 

○ 公益通報者保護法の通報者に含める意味としては、組織の中で公益通

報をすることをためらう人がいるため、保護の対象を法令で明確化し、

この要件に合致すれば保護されるということを法律で明確に規定する

ことによって、本来されるべき通報を奨励する意味がある（田中委員）。 

  【必要性がないとする意見】 

○ 労働者以外の通報者については、一般法理で保護されており、法に規

定して保護をする必要があるかが問題である。明確にするために入れた

ら良いというのは、最後の説明の言葉であり、説得的ではない（升田委

員）。 
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（２） 通報者の範囲を不利益取扱い禁止の民事効以外の効果との関係でも 

考えるべきとの意見 

○  通報者の範囲を労働者以外の者も含めるとした場合、例えば、資料を持

ち出す行為の免責の議論についても、異なってくる可能性がある。まずは

一通り、対象の範囲ということで論点として議論を進めた上で、その他の

効果についてどう考えるのかという議論を行った後、もう一回戻って、個

別のルールについて、退職者の場合、取締役の場合について、再検討する

必要がある（拝師委員）。 

○  退職者も、次の就職先にばれるかどうかなどを非常に気にされて、最終

的に通報を諦めざるを得ないということもよくあるため、退職者の通報

の秘密の保護についても含めて検討すべきである（山口委員）。 

 

 ２ 退職者について 

（１）退職者を保護する必要性について 

  【必要性があるとする意見】 

○ 退職者が損害賠償請求訴訟を起こされる、再就職をする際に妨害さ

れるといった事案が具体的に存在する以上、退職者も在職中の労働者

と同じ程度のリスクを背負って通報することになるため、これを保護

する必要がある。この 10 年間の通報実績を考えると、在職者よりも退

職者からの通報の方が多いという認識である。そうすると退職者が公

共性の高い事項について公益通報することが正当であるということを

明確化する必要性は、現職の労働者以上に強い（光前委員）。 

○ 労働基準監督署に対する申立てにおいては、退職者からの申立ても、

事実上広く含めており、退職者について通報者の範囲に含めることに

異論はない（島田委員）。 

○ 実際に退職者が通報する例があることは、ある程度裏付けがあり、ま

た、企業内部にいる間は通報しにくいが、退職してから通報しようとい

う人がいるだろうというのは推測としても合理的である。また、退職者

は、企業・団体の利害からある程度自由になっているので、退職者に通

報をしてもらう社会的なニーズはある。そして、使用者が退職者に対し

て、損害賠償請求や再就職を妨害といったような不利益を及ぼす懸念が

ある以上、退職者を通報者の範囲に含める必要があるのではないか（田

中委員）。 

○ 事情を知っている者が、退職し、しがらみがなくなった後に､通報す

るというケースは当然考えられ、実際にも、退職してから通報するとい

うケースが多いところ、退職後にも、嫌がらせ、不利益な取扱いがされ
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るということがあるのであれば、通報をしやすい環境を整えることが必

要である（拝師委員）。 

○ 立法時にも、退職者にも何らかの不利益があることが前提とされて

いる。また、通報時に退職者であったとしても、会社の重要情報を外へ

持ち出し、第三者に情報提供するなどした場合に、例えば、不正競争防

止法で処罰の対象になる。一定の合理性のある内部告発等が保護される

ためには、通報時に現役の労働者だった者だけでなく、通報時にすでに

退職している者にも、具体的な通報者としての地位を認めて不利益取扱

いを禁止すべきである（山口委員）。 

【必要性がないとする意見】 

○ 退職者については、どのような保護の必要があるのかということが

問題となる（升田委員）。 

 

（２）保護の具体的方法 

  ア 事業者による損害賠償請求に対して 

○ 退職者については保護の必要性が問題となる。損害賠償責任は、一般

法理で対応できるわけであり、公益通報者保護法で対応する必要がない

のではないか（升田委員）。 

○ 通報の内容、程度も様々であるため、通報者に対する損害賠償請求に

ついて、一律に禁止することで、提訴すらできなくなり、違法性の程度

も含めて検証できないことは問題である。そのため、第５条の不利益取

扱いの禁止に加え、事業者から不当な裁判が起こされた場合に、この規

定を用いて争うということが考えられるのではないか（拝師委員）。 

イ 退職金・退職年金の減額・不支給に対して 

○ 退職金や退職年金の問題があるが、年金といっても様々な年金があり、

その年金が会社との関係でどのような制限、不利益を受けるおそれがあ

るかが制度を調べないと分からない。また、年金も終身の年金だけでは

なく、一定期間だけ給付される年金もあり、そうすると保護の期間の時

間的な制限もあり得る。そのため、年金の問題について、すぐに保護す

るのがいいのか否かは問題として残る（升田委員）。 

○ どういう場合に退職金が減額もしくは不支給されるのかは就業規則、

退職金規程で定められている。公益通報を理由として懲戒解雇になった

場合に退職金が支給されないというケースがある。退職金の重要性から、

退職金の不支給を違法とする裁判例もあるものの、確認的な意味で、退

職金の不支給について不利益取扱いをしてはならないという立法があ

ってはならないとは考えていない（島田委員）。 
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○ 退職金の不支給、減額については、退職者に対する典型的な嫌がらせ

として考えられ、しかも労働者側、退職者にとって例えば退職金で住宅

ローンを一括して払う予定だったものが、退職金が突然支給されなくな

ってローンが残るなど、大変な不利益を受ける可能性もある。そのため、

不利益取扱いの中に入れる必要がある（拝師委員）。 

○ 年金に関しては、退職金不支給のような場合と同じで懲戒事由が後で

発覚したときに支給停止するというようなものがあれば、それは制度上

公益通報者保護法による保護の対象となり得るのではないか（田中委

員）。 

  ウ 再任用の拒否について 

   ○ 国家公務員の場合、通常、再任用は定年退職前に再任用の申請をし再

任用をされるが、例外的に、25 年間以上継続して勤務すると、辞めた

後５年間であれば再任用の申出ができるようになっている。そのため、

退職者の不利益として、完全に退職した後に公益通報をし、その結果、

再任用が認められなくなるという不利益があり得る（宇賀座長）。 

  エ その他の不利益取扱い 

○ 実際のケースを見ていると、通報したことを様々なところに言いふら

されて、再就職が困難になるとか、なかなか類型化しにくいようなもの

も含めて現に退職者への嫌がらせが行われている（拝師委員）。 

 

（３）退職者の範囲の限定について 

    ○ ある会社を辞めたら永遠に退職者たる通報者として取り扱うことにな

るのか否かという問題について、検討の余地があるのではないか（島田委

員）。 

  ○ 退職者については、退職して 20 年後に行ったような通報も保護の対象

になるのか否かという問題があり、通報を受理する機関側の事務の煩瑣

を考えれば、例えば、退職後一定期間内の通報のみを公益通報として扱う

などの限定も必要ではないか（光前委員）。 

 

（４）退職者の通報先について 

  ○ 退職者を通報者の範囲に含め、内部通報制度を充実させることを法律

に規定するとした場合、退職者による元の就業先に対する通報を、労働者

による通報と類似するとして 1 号通報として扱うのか否かについて、検

討をすることが必要である（島田委員）。 
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３ 役員等について 

（１）役員を保護する必要性について 

  【必要性があるとする意見】 

○ 退職した役員についても、不利益の可能性があるか否かを確認し、も

し不利益があるのであれば、退職者と同様に通報者の範囲に含める必

要がある。現実に、つい最近も、三菱自動車やスズキの事案など、ずっ

と隠れていた不祥事が出てきている。今までの枠の中で解決しきれて

いない現状があるのであり、一般法理で対応できるから良いというこ

とでは今までと変わらないことを、肝に銘じなければならない（拝師委

員）。 

○ 会社法等の法理で保護されているものを明確化するという意味で、役

員を公益通報者保護法の対象に含めるということであれば賛成である。

公益通報者保護法の中で取締役が保護されるということが規定され、意

見を言っても、それによって解任されることはないという法的な保障が

あれば、取締役会の機能は格段に充実する。（光前委員）。 

○ 日本の会社はほとんどが中小企業であり、経営者と株主とがほぼ合致

している会社が多く、上場企業でも 30％以上の株式を代表取締役が保

有する会社もたくさんある。現に、自分の首が飛ぶことを脅威に感じ、

役員がなかなか不正を追及できないケースも多々あるため、保護の必要

性がある（山口委員）。 

○ 少数派の役員が、非業務執行役員のように公正性を要求される役員に 

対して何らかの情報を提供することで、自浄能力を発揮させることが期

待される場面は、今後も増えてくるであろう（山口委員）。 

○ 取締役は、法令遵守義務を負っているところ、実質的に法令を遵守で

きるようにするためには、声を上げたときに保護される仕組みがなけれ

ばならない（田中委員）。 

○ 取締役であっても、取締役会の少数派である場合は、ほぼ何の権限も

持っていないため、公益通報者保護法による保護対象にする必要性があ

る（田中委員）。 

○ 取締役は自分の業務執行者としての監督権限にある行為であればそ

の監督権限を行使して違法な行為を止めさせることができるが、監督権

限がない場合には、基本的には取締役会に情報を伝えて、取締役会で対

処してもらわなければならない。そのような行為をしたことによって不

利益な取扱いをされたのでは取締役としての職責を果たせない。そのた

め、内部に対する通報は、現行の要件のもとで当然保護されるべきであ

る（田中委員）。 
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○ 従業員と兼務の取締役の場合に従業員として保護される場合であれ

ば良いが、そうでないケースもあり、従業員として保護されない場合に

は、保護の必要性がある（拝師委員）。 

  【慎重な意見】 

○ 取締役になる者は、全く社外から来た者であっても、従業員から昇進

した者であっても、覚悟と責任を持って就任しているため、労働者との

関係で、手厚い保護が必要かどうかも問題となる。仮に認めていく場合、

公益通報者保護法が持っている消費者に対する利益等との関係で、公益

通報をなるべく広く行うようにし、その際に、不利益の無いような形に

することは反対ではないが、その根拠はよく考えたほうがいい（島田委

員）。 

  【必要性がないとする意見】 

○ 株主の力が強い、同族会社であるような場合には、役員を従業員であ

るという位置付けで保護している判例は相当多数ある（升田委員）。 

○ 会社法第 339 条第２項により正当な理由のない解任に対する損害賠

償請求は可能であり、法理論は既に判例によって相当程度明確になって

いるため、保護の必要性はない（升田委員）。 

 

（２）保護の具体的方法 

  ア 解任について 

○ 違法な内容の株主総会決議は無効であり、現行法の下でも、公益通報

を理由とする解任が一般法理のもとで違法になるときは、場合によって

は決議が公序良俗に反するということで、無効になることもありうる。

また、取締法規自身が、その違反は私法上も無効であると明文で規定し

ている場合には、会社法上は解釈の余地がなくなり、法令違反で無効と

せざるを得ない。要するに、会社法の立場としては、役員等の解任も無

効であるという条文を作っても、何らの問題もない（田中委員）。 

○ 役員が公益通報をし、解任された場合、たとえ損害賠償が認められる

としても、当該役員が会社からいなくなるのであれば、本来なすべき公

益通報を奨励できるか疑問があり、公益通報を理由とする解任を無効と

することを明示することはありうる措置である（田中委員）。 

○ 保護の具体的な内容について、任期途中の解任は一番想定される不利

益行為であり、具体的な禁止行為として入れていただきたい（光前委員）。 

○ 解任に伴う損害賠償の問題については、会社法上に規定があり、これ

は長い間の議論によって設けられている規定であるため、それを変更す

る理由は全くなく、会社法の問題は会社法に委ねるべきである（升田委
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員）。 

  イ 退職慰労金の不支給について 

   ○ 退職慰労金については、株主総会で決議しないと、役員には何の権利

もない。そのため、退職慰労金を給付しないことについては、原則的に

は、理由は要らないという立て付けになっている（田中委員）。 

   ○ 退職慰労金について、総会の決議を擬制することは難しいため、損害

賠償請求で解決することが考えられる。具体的な賠償額については、毎

年の会社の売上や利益に応じた慰労金額の実績により算定することも

考えられる（拝師委員）。 

  ウ 再任拒否について 

   ○ 取締役は２年しか任期がないため、任期満了時に役員を退任させ、そ

の後再任させないという問題もある。このような措置に対しては、任期

が切れても再任したとみなすといった方法も考えられるが、これは、単

にある行為を禁止するにとどまらず、新たな権利義務関係を発生させ

てしまうことになるため、明確に一般法理を超える保護を与えること

になり、どの程度実現できるかという問題がある。また、内部通報がな

かったとしても、いずれにせよ再任されなかった者が、内部通報を理由

として再任されなかったという主張をすることによって、紛争が惹起

される可能性もある。そのため、再任に関する問題は、明文の規定を設

けず、不利益取扱いの禁止という一般条項の中で、事案によっては、裁

判所の解釈により損害賠償等の可能性を認めるという方向が良いので

はないか（田中委員）。 

○ 役員の再任について保護を与えるとすれば、いつまで再任されるかと

いう問題も生じる。ここは裁判で争ってそれなりのルールで保護してい

くということも考えられるが、一律に何年と設定するのは難しいだろう

（拝師委員）。 

○ 役員は、委任契約の限界があるので、効果論についても、余り無理な

解釈は持ち込まないほうがいい（光前委員）。 

○ 保護の方法として、次の任期の際に選任するといった方法は論外であ

る（升田委員）。 

 

（３）内部の是正措置を前置させることを要件とすることについて 

【内部の前置措置が必要であるとする意見】 

○ 役員等は忠実義務を負い、職責として取締役会で正すことが必要で

ある点で労働者とは異なる立場にあるため、仮に役員等について公益

通報者の対象にするとしても、労働者と同じ前提ではなく、取締役会等
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で是正義務を果たしたが不適切な対応しかなかったというような場合

に限定をすることが必要ではないか（島田委員）。 

○ 役員は、自ら会社の組織、機関を通じて不正があれば是正すべき重要

な義務を負っており、まずはそれが前提にあり、これを抜きに議論をし

てはならない。内部通報だとしても、内部通報の前にまず自らの職責を

尽くすべきであることを、議論の前提とすべきである（升田委員） 

○ 退職後の役員が外部に通報し、なぜ任期中に取締役会で是正しなか

ったのか、それは義務違反であり、これをせずに退職して外部通報する

というのは問題であると株主から訴えられた場合、退職した役員は抗

弁が難しい。役員を通報者の範囲に含めたとしても、役員の通報には限

界があり、役員会で何もしないで外部通報したことが保護されるもの

ではない（光前委員）。 

○ 企業の役員については、言いたくてもなかなか物が言えない、いわゆ

る中小の事業会社で例えば大株主がいたら不正を追及しようにも追及

する前に解任されてしまうとか、そういう問題があって非常に弱い立

場にある。しかし、会社法の判例をみても、役員として是正をする期待

可能性が乏しい場合でも、法律上の権利義務を職責として尽くさなけ

れば損害賠償義務の対象になるという理屈があるため、ダイレクトに

法制度の中で役員を通報者として取り込むのは、今の会社法の判例等

の立場と整合性が取りにくいのではないか（山口委員）。 

【内部の前置措置が不要であるとする意見】 

○ 非常に独立性の高い社外取締役が多数を占めるような会社ならとも

かくとして、日本の場合は、取締役を解任されれば、生活の糧を奪われ

てしまう者が多いため、従業員との間で保護されるための要件に差を

設けるといったことはしないほうがよい。 

取締役は、たとえ法令違反を行う方が会社の利益になる場合でも、法

令に違反してはならないという法令遵守義務を負っており、秘密裏に

法令に違反することは、それが会社・株主の利益になる場合でも、許さ

れない。そして、会社法上の役員の法令遵守義務の履行方法として会社

の内部機関を通じて遵守させることを最優先するべきかというと、必

ずしもそうは考えられていない（田中委員）。 

○ 忠実義務は、取締役による是正の働きかけに対し、会社が一定の誠実

な対応をするという前提でのルールである。取締役を解任する、その他

の手段を用いて是正を妨害するといったような､忠実義務そのものを

行使させない、あるいは無力化させるような働きかけが会社側からあ

ったときにどうするのかを考えなくてはならない。そして、これが忠実
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義務の枠外であるとすれば、公益通報者保護法で保護しなくてはなら

ない。仮に通報すればどうなるか、予め結果が分かっていて、通報した

ら解任されるだけであるという場合に、それでもあえて取締役会で発

言しなくては外部通報ができないというのは、硬直的である。そのた

め、必ず取締役会で義務を果たさないと通報できないという立て付け

はまずい（拝師委員）。 

 

（４）濫用を防ぐ必要性について 

○ 役員を通報者の範囲に含めた場合、役員間での経営権争いの手段で用

いられるなど、内部通報制度が濫用的に用いられる弊害も考えられるた

め、これに対する配慮も検討した方が良い（山口委員）。 

○ 現行法においては、保護に値する公益通報の要件が限定されており、

しかも不利益取扱いも公益通報をしたことを理由とするものに限定され

ていることから、濫用的な行為がなされるおそれについては、切迫した

問題を感じない（田中委員）。 

 

（５）営利会社以外の法人の役員について 

○ 社会福祉法人等におけるワンマンの理事が虐待の問題などを封じ込め、

それを表沙汰にしないというケースもあるが、会社の場合と構造的には

同じであり、通報者を守るという観点をベースに考えると、会社の取締

役とその他の法人の役員の保護を別にする理由はなく、会社以外の法人

の役員についても、保護の必要性がある（拝師委員）。 

 

（６）退任した役員について 

  ○ 現役の役員だけでなく、役員を退任した者も守秘義務を課される部分

はあるため、このような守秘義務を解除する役割として、公益通報者保護

法という特別法で保護を認める意義はある（山口委員）。 

  

４ 取引先事業者について 

（１）取引先事業者を保護する必要性について 

  【必要性があるとする意見】 

   ○ 取引先が一定の情報を得ることにより、取引を切られる、制限される

といった嫌がらせを受ける可能性もあるため、保護する必要がある。雪

印事件で通報した西宮冷蔵は、取引を切られてかなり苦労したという

ことを聞いている。会社の命運をかけて告発しなくてはならない状況

では、情報は集まってこない（拝師委員）。 
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○ 事業者は、業績を向上させるため、最適の取引先を選ばなければなら

ず、タイムリーに取引先を変えていく必要があるため、取引先選択の自

由は事業者にとって非常に重要である。もっとも、取引先事業者が不正

を告発することが企業コンプライアンスにとって重要であることは認

めざるを得ず、ある一定の範囲で取引先事業者も法制度として通報者

に含める方向性で検討をした方が良い（山口委員）。 

   ○ 取引業者や下請業者は企業の内部秘密に密接に関与することになる

場合が多いため、このような取引業者を通報者として公益通報者保護

法に規定することの意味は非常に大きい（光前委員）。 

【必要性がないとする意見】 

  ○ 元請の方が経済的な力が強く、下請の方が弱いかのような印象があ

るが、下請の方がむしろ強いという場合もある。経済的な格差につい

ては、類型化してもさらに細かい検討をしないと一概には決められな

い。フランチャイズについては、非常に詳細な契約が締結されており、

その実態がどうであるかは明確ではなく、この点を踏まえないと必ず

しも議論が進まない（升田委員）。 

○ 継続的契約といってもその内容は、ほとんど類型化できないほど多

種多様なものがあり、それを一律に取り扱うということ自体が不正義

であるし、現実にそのような保護をすれば、逆に契約の内容を無視して

競争力の点で非常に障害をもたらす。そのため、事業者間の問題につい

ては、独自の法律分野に委ねるべきであって、もし仮に違法、不当な行

為があればそちらの方で議論すべきである（升田委員）。 

○ 取引先事業者が公益通報をした場合の保護のあり方について、損害

賠償だけだと、ケース・バイ・ケースで裁判所に委ねておけば良く、

契約を継続するかどうかという問題についても、まさに期間満了とか

解除とか、そういった条項がどうなっているかを踏まえ、かつ諸般の

事情で裁判所に判断を委ねれば良いため、一律に法律で規定すること

は非常に問題が多い（升田委員）。 

 

（２）保護すべき取引先事業者の範囲を限定することに関する意見 

○ 消費者に向かって誰が最終責任を負うのかを考えると、規模の大小に

かかわらず元請であり、また、フランチャイザーである。最終責任を負う

べき立場にあるからこそ何か現場で不正があった場合には、元請が一番

指示できる立場にあるということを考えると、実態として現場における

不正を元請がコントロール、制止し得るような形態の取引であれば、保

護の対象にすべきである（山口委員）。 
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○ フランチャイズ店が組合を作ったときに、労働組合法の保護を与える

かどうか争われる場合には、会社等との関係で対等性の欠如があるかど

うかが問題となる。公益通報者保護法はこのようなものから離れて、全

く独立の法律とは考えられないのではないか（島田委員）。 

○ 公益通報者保護法で保護しなければならない理由は、一定の事実上の

力関係があるケースでは、公益通報をすると嫌がらせをされ、これによ

り通報を萎縮してしまうことから、法律が肩入れをすることにより、安

心して通報できるようにするためである。そのため、一定の類型化は必

要であるものの、法形式というよりは、事実上対等性の欠如があるかど

うかという視点で見ることが必要である。取引先については、契約自由

の原則の下、基本は対等な立場で取引を互いにしているが、フランチャ

イズや下請のケースの場合には、類型的には力関係がはっきりしている

と整理ができる。そうすると、取引先事業者全部を仮に入れないとして

も、典型的に力の差があり、通報をすると嫌がらせが想定され、通報者が

困る類型の場合には、一定の保護を与えていくことが、企業活動のコン

プライアンスの向上という観点から必要である（拝師委員）。 

○ 様々な契約形態があり得る中で、問題が起きそうなところにまずは絞

ってみて、その他は外すということもあり得なくはない（拝師委員）。 

○ 確かに契約自由の原則はあるものの、契約締結上の過失という議論も

あり、契約関係に入ったにも関わらず、履行の段階で一方的に破棄した

場合については、履行利益も賠償するという議論もあり、裁判所は、一回

的な契約にしても、継続的な契約にしても、不合理な一方的な破棄に対

しては、これを無効としたり、損害賠償の対象としている。そして、この

問題は、不合理な破棄の中に公益通報を理由とする破棄を入れるかどう

かの問題であり、力関係があって、弱い契約者の通報だけを保護すべき

という理論を立てる必要はない（光前委員）。 

 

（３）保護の具体的方法 

  ○ 現在の判例法理において、期間中の解除には制限があるが、期間が終わ

ったときに更新拒絶することは全く自由という形で、完全に画然と処理

されているかというと、そうではない。この点は法律でなく裁判例によっ

て規律されているので、非常に不明確なところがあるが、特に継続的取引

先関係の場合は、必ずしも､いつでも自由に解消できるわけではないと解

されている。そのため、更新拒絶について何も規制をすることができない

と初めから考える必要はない（田中委員）。 

  ○ その契約を維持するかどうかという問題とは別に、いわゆる行為規範、
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取締法規といった形で不利益取扱いの抑止効果を検討することで、取引

自由の原則への制限を最小限度に抑えることは可能ではないか（山口委

員）。 

○ 取引先事業者の保護の内容について、一律に契約を存続させる効果は

難しいため、行為規制という形で、禁止行為を列挙することが考えられ

る（拝師委員）。 

   ○ 通報をした事業者に何らかの不利益が発生した場合、その不利益が今

の一般法に基づいて不利益として保護されるかどうかは、解釈に委ねる

しかないため、公益通報者保護法の中でこういう不利益はできないと

個々に規定することはできない。ただ、通報を理由とする不利益行為を

禁止する抽象的な規定を定めることによって、事業者に対して正当な通

報行為に対する報復行為を規制するという、抑止効果はある（光前委員）。 

 

５ その他の通報者について 

（１）労働者の家族 

  ○ 市民団体で公益通報に関する電話 110 番を行ったことがあるが、過労

で残業代も出ず、鬱になりそうだというような相談を、本人ができないた

め、父親や母親がするケースがあった。場合によっては、状況を家族が見

ているということがあるため、家族を通報者として入れても良いのでは

ないか。範囲については、配偶者、同居の親族に限らず、親兄妹まで入れ

ても良いのではないか。本人が誰に相談できるかということが問題で、多

くの場合は配偶者か同居の親族になると考えられるが、明確に線が区切

れるのであれば、あえてここだけにする必要はない（拝師委員）。 

 ○ 家族による通報については、むしろ労働行政で考えていくようなことは

その方向で考える必要があるのではないか。あらゆる問題について、家族

を公益通報者保護法の範囲内での通報者と見ていくことが適当かは、慎重

な議論が要る（島田委員）。 

  ○ もし保護対象を非常に広く捉えるような立法をするとすれば、公益通

報の保護の対象者を決めた上で、「その者による、またはその者のために」

通報がされた場合を法の適用対象にするというのも、一つの考え方であ

る（田中委員）。 

 

（２）労働組合法の労働者の範囲に含まれる者 

  ○ 労働組合法上の労働者の範囲については、最高裁において一定の基準

が示されているため、公益通報者保護法の趣旨からいっても含めること

は適当である。仮に取引先事業者が通報者の範囲に入らない場合、労働組
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合法上の労働者の範囲に含まれ得るものの、労働基準法上の労働者では

ない、一人親方、NHK の集金人などの委託契約を結んでいる者について、

労働者類似ということで保護の範囲に含めることを検討する余地がある

のではないか（島田委員）。 

  ○ 取引先事業者を対象範囲に含めるとしても、一人親方のケースなどは、

労働者に準ずるものとして、少し強い効果を与えておいたほうがいいの

ではないか（拝師委員）。 

  ○ 労働組合法では対象とされるものの、労働契約法では対象とされない

という領域がある。これに対して、仮に契約の存続保護といった効果を与

えるとなると、一般法を超える効果を与えることになるため、別途議論が

必要ではないか（島田委員）。 

 

（３）同業者 

  ○ 同業者の場合は競業同業者が多いと考えられるが、このような場合は、

公益目的というよりは、ライバル会社を蹴落とす目的の色彩が強い通報

になってしまう。それを考えると、同業者という概念を入れるのは否定的

である（光前委員）。 

 

（４）通報対象者について「何人も」と規定することについて 

  ○ 「何人も」と規定する方法も、選択肢として排除すべきではない。保護

対象に入れられるものはできるだけ入れていくことも一つの方向である

が、そうすると、これが限定列挙である（ここに挙げた者以外は保護され

ない）と解されるリスクが高まるのではないか（田中委員）。 

 ○ 対象者を広げることによって懸念されることは、通報を受け付ける機関

の対応が非常に煩瑣になってしまうことである。そうすると通報内容につ

いてはかなり公共性の高いものに絞る必要がある。韓国のように「何人も」

というところまで広げると、通報を受け付ける機関がパンクしてしまうた

め、一定の線引きが必要ではないか（光前委員）。 

 ○ 通報者を全ての者に広げることも検討するときが来るのかもしれない

が、要件、効果等もまだ詰め切れていない。現段階でいきなり全部という

ことは難しいのではないか（拝師委員）。 
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第２ 通報対象事実の範囲 

１ 総論 

（１）通報対象事実を広げる必要性について 

【必要性があるとする主な意見】 

   ○ 公益通報にあたるか、労働者が最初からわかって通報することはま

れにしかない。現場の人たちが、上司に対して通報する事実は漠然とし

ており、ほとんどが、セクハラ、パワハラ、労働条件の違反である。そ

のため、民事上の違法行為についても、ある程度含めていく必要はある

のではないか。そのような抜本的改革をしなければ、この法律が一般の

労働者、企業に浸透しない（山口委員）。 

  【必要性がないとする主な意見】 

○ 全く拡大の必要性がない。犯罪に該当する行為は違法だが、現行法

は、切迫性の要件の問題はあるものの、現在犯罪に該当しているとい

う限定をせずに、通報対象事実としている。それで十分であり、それを

拡大するということになると、あまりにも概念として漠然とし過ぎる

のではないか（升田委員）。 

○ 法制定時には、公益ということで、犯罪ということが強く意識され

ていたところ、直接犯罪となるものだけでは狭いということから、拡

大するということでまとまった経緯がある（升田委員）。 

○ 会社で不正と思われるような行為があった場合に、現在、大企業を

中心としてではあるが、企業内の内部通報制度で対応しているところ

が多いため、このようなことも背景事情として考慮すべきである（升

田委員）。 

  

（２）効果や通報先ごとに通報対象事実の範囲を分けて規定する考え方 

  ア 効果ごとに分けて考えるべきとの意見 

   ○ 通報を理由とする不利益取扱いを民事上違法とする要件としては、

ある程度抽象化した要件に振りかえるのが良いが、行政機関の調査措

置義務の関係では行政権限行使の対象となるものに絞るのが良いので

はないか（拝師委員）。 

  ○ 通報対象事実については、この法律の効果との関係で考えるべきであ

り、内部通報者保護という観点からすると、法令を列挙する理由はそれ

ほどないが、不利益取扱いに対して行政措置、あるいは特に罰則を設け

るということになると、事業者側の予見可能性の観点から、何に対して

不利益措置をとれば処罰されるかについては明確にする必要があるの

ではないか（田中委員）。 
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  ○ 対象事実を広げた上で、刑罰の対象となる事実は限定するというよう

に、分けて規定することは可能なのではないか（佐伯委員）。 

イ 通報先ごとに分けて考えるべきとの意見 

  ○ 外部通報、内部通報は性格が異なる。外部通報と内部通報で通報対象

事実を分けても良い（光前委員）。 

 

（３）通報対象事実の範囲を画するに際しての考え方 

ア 一般法理の要件との比較で通報対象事実の範囲を検討する考え方 

○ 現行法において、公益通報の対象事実でない事実が、どのような考慮

要素の下で保護されているのかを考えるのが良い。保護されるために、

公益通報者保護法よりも厳格な要件を課しているものがあり、厳格な要

件を課すことに理由があるとすれば、公益通報者保護法の要件で保護さ

れるという結論が妥当ではなく、対象から外すという積極的な理由にな

る（田中委員）。 

○ 一般法理の場合と、公益通報者保護法の要件で異なる部分について、

裁判所の事実認定については、本来３つあれば認めて良いときに、４、

５と認めていく場合もあり、どれが最低限必要な要件として考えている

かは、曖昧にならざるを得ない（升田委員）。 

○ 公益通報者保護法と一般法理の違いであるが、公益通報者保護法の良

いところは、不正な目的でなければ良いとして、主観的要件を緩和して

いる。これは通報対象事実を限定しているからであり、あまり通報対象

事実を広げるべきではない（光前委員）。 

○ 主観的要件は、法益との相関関係はあるものの、事実認定の中で調整

できるレベルのものであり、通報対象事実の範囲と主観的要件が必ずリ

ンクするとは考えていない（拝師委員）。 

イ 公益とは何かを検討すべきとの考え方について 

○ 公益性の強い、弱い、とあるが、この法律で考える公益とはどこまで

を考えるかを整理していかないと、議論がしづらい。労働法規の中には、

解雇の有効無効のように、全て民事に委ねるというものもある。パート

法第８条は、公法的な規制ではあるが、違反に対して調査等はしていな

い。他方、派遣法のような、直罰はないものの、行政が監督するという

タイプもある。パワハラであれば人格権の問題となる。これを守るのは

正義だという話になると、何でも含まれることになりかねない。公益の

範囲はどこなのかということを検討した方が良い（島田委員）。 

○ この法律の前提として、通報の対象が公益に関する事実である必要が

ある。犯罪行為にかかわる事実は、間違いなく公益に関する事実だろう
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ということで限定してきたのであり、それを広げていくことは慎重にな

るべきである（島田委員）。 

○ 現行法が対象としている法令の中でも、公益性の程度は異なる。公益

性はわかりにくい概念ではあるが、この概念は法律で特定することによ

りわかりやすくなる。公益通報者保護法は、法律で公益性を規定してい

ると考えた方が、通報する人にとってはメリットである。裁判例でも、公

益性を否定した判例も事件全体を見て公益性を否定している場合もある

ため、公益性とは何かという一点だけをとらえて要件を論じることは難

しいのではないか（光前委員）。 

 

（４）その他の諸論点 

  ア 法律違反に該当するか否かの判断が困難との問題について 

○ 法律に違反するか否かの判断については、専門家であっても明確に違

反すると断言できる場合は多くない。判断のずれがあり、結果として必

ずしも法律に違反するといえなかったという場合もあり、この場合をど

うするかという問題は残っている。判断について相当な理由があるのか、

あるいは合理的な理由があるのか、このような場合に結果として見れば

誤ってはいるけれども保護の対象になるのか、あるいはそれ以外の論理

として保護の対象になるのかというのは一つの問題である（升田委員）。 

  イ 通報の受領者が通報者となり得る場合について 

○ 上司に通報し、トップに上がっていくことを想定した場合、通報を受

けた者は、通報者の立場でもあるし、また通報を受領した立場にもある

ため、この場合も通報対象事実に当たるかどうか、不利益取扱いの扱い

をどうするかを含めて議論をする必要があるのではないか（山口委員）。 

  ウ 既に他の人が行った通報を保護することについて 

○ 既に他の人が公益通報をした場合に、公益通報にあたるか否か、再発

防止策をする中で、通報をした場合に、通報にあたるかどうかについて、

不明瞭だといえる論点もあり、整理をしていかなければならない（山口

委員）。 

 

２ 通報対象事実に含めるべき範囲について 

（１）罰則担保のある法令という限定について 

  ア 民事的効力について 

  【限定を外すことに否定的な意見】 

   ○ 犯罪行為ということであれば、一定の公共性、あるいは公益性が推定

できるため、この点で、一般の通報と公益通報の違いを示し、その結果、
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不利益取扱い禁止に違反した場合のペナルティーも違ってくるという

ことができるのではないか（光前委員）。 

   ○ 主張に正当性があるため秘密保持義務に違反しない、規定に反する

行為が免責されるといった一般法理が、少なくとも労働関係について

はあるところ、公益通報について、これと別に考えるとすれば、単なる

法令違反ではなく、犯罪行為に限定する必要があるのではないか（島田

委員）。 

   ○ 何を持って法的義務違反があるかは、刑事、民事、行政で異なり、明

確ではなく、簡単に判断はできない。他方、犯罪構成要件を前提とすれ

ば、明確性がある（升田委員）。 

  【限定を外すことに肯定的な意見】 

○ 一定の法益を守るために、刑事罰導入という手法を用いている場合

もあるが、行政処分、民事ルール、場合によっては自主規制のようなも

のを業界に作らせ、それと行政措置をミックスさせる形での公益を保

護する手法も存在する。このような中で刑事罰だけを取り出して社会

のコンプライアンスを高めるのは偏っているのではないか（拝師委員）。 

  イ 民事的効力以外について 

○ 対象事実を犯罪行為、あるいは犯罪行為になり得る行為以外にまで広

げつつ、当該対象事実に関する通報を理由とする不利益取扱いに刑罰を

科せば、犯罪行為でない行為を是正するために刑罰を科すという、逆転

現象のようなことも起こるため、その点も検討する必要がある（佐伯委

員）。 

○ 不利益処分に対する刑事罰や行政罰を考える場合には、一定の絞りを

かけざるを得ない部分もあるだろう（拝師委員）。 

 

（２）行政処分の対象となる法律違反という限定について 

  ア 民事的効力について   

  （ア）行政処分の対象とならない法律 

   【含めるべきとの意見】 

    ○ 公益通報にあたるか、労働者が最初からわかって通報することは

まれにしかない。現場の人たちが、上司に対して通報する事実は漠然

としており、ほとんどが、セクハラ、パワハラ、労働条件の違反であ

る。そのため、民事上の違法行為についても、ある程度含めていく必

要はあるのではないか。そのような抜本的改革をしなければ、この法

律が一般の労働者、企業に浸透しない〔再掲〕（山口委員）。 
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   【慎重な意見】 

○ セクハラについては、性的自己決定権、人格権の侵害という一般法

理の問題となり、明確性の問題がある（島田委員）。 

   【否定的な意見】 

○ 民事の問題は、相対の問題であって、原則公益性はない（升田委員）。 

  （イ）条例 

   【再検討の必要があるとの意見】 

○ 地方自治法で条例による罰則制定権を認めているということは、

地域によって何が犯罪になるかということについて差があるという

ことを認めることが前提であり、また、実態としては、コンプライア

ンス条例、公益通報者保護条例を作っている自治体もあり、地域によ

る差が現に生じている。そのため、地域によって保護される通報の範

囲に差が生じることは適当でないという、条例を通報対象事実の範

囲外とする理由については、再検討する必要があるのではないか。 

前提として、対象となる全ての条例を政令で列挙することは無理で

あり、そうすべきとは考えていない。 

条例による刑罰が法律による刑罰より劣るという考え方は、今はと

られておらず、条例が法律より重要性が低いという理由は成り立たな

い。条例の周知性については、その地域のみで要求されるものであり、

地域外の者にも適用される可能性はあるが、それは全ての条例につい

ていえることである（宇賀座長）。 

   【条例を対象事実に含めるべきとの意見】 

○ 地方自治体の通報窓口の整備状況は十分ではなく、地方分権を進

める中で、運用を強化するという意味でも、意識、整備を高めるとい

う意味でも、条例を通報対象事実に含めることを明確にすべきであ

る（拝師委員）。 

   【否定的な意見】 

○ 法制定時においては、法律と条例との重大性に差があり、また、全

国で現在制定、施行されている条例は、膨大な数があるため、列挙す

ることはしないということであった。 

条例違反については、公益通報で保護するに値する違法な行為とい

えるかを検討しなければならない。また、全国で様々な条例が制定さ

れており、周知度、予見可能性の観点からは別の論理が出てくるよう

に考えられる。更に、条例は、その地域に居住する者以外にも適用さ

れる可能性がある点にも留意すべきである（升田委員） 
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（３）法律の目的による限定について 

  ア 限定を外すことに肯定的な意見 

○ 特定の法令により限定すると、法律に違反しそうだということが分か

ったとしても、その法律が公益通報者保護法によって保護の対象になる

通報対象事実かどうかを更に調べなければならなくなり、二度手間にな

って、予見可能性を高めるよりは、むしろ低める。そのため、例えば、

犯罪行為の事実と行政処分の対象になる事実と限定することが考えら

れ、更に特定の法令という限定をする必要はない（田中委員）。 

  イ 限定を外すことに否定的な意見 

○ 現在、相当数の法律が列挙されていて、日本の社会で違法だと思われ

るものは広くカバーしている（升田委員）。 

  ウ その他 

○ 別表に掲げないようにした場合に、国民の生命、身体、消費者の利益

の擁護、環境の保全、公正な競争の確保はある程度分かるが、「その他の

利益の保護」については、それは多分全てということにならざるを得な

いと考えられるが、それでいいのかという問題があるのではないか（佐

伯委員）。 

 

３ 通報対象事実の規定の方式について 

（１）現行の政令列挙方式についての意見 

○ 通報対象事実については、この法律の効果との関係で考えるべきであ

り、内部通報者保護という観点からすると、法令を列挙する理由はそれほ

どないが、不利益取扱いに対して行政措置、あるいは特に罰則を設けると

いうことになると、事業者側の予見可能性の観点から、何に対して不利益

措置をとれば処罰されるかについては明確にする必要があるのではない

か〔再掲〕（田中委員）。 

○ 現行の列挙方式は、457 のものがずらっと並んでおり、これを見ても一

般の方はわからない。自らが感じた問題が、どのような法令に関連をする

かを分かりやすく示すことで対応することが考えられる。実際には、法令

を見るというよりも、ホームページやマニュアル、ガイドブックを見て判

断するため、そこで大体のことが判断できるようにする方法もあるので

はないか。列挙方式をやめて抽象的にすることで必ずうまくいくかはわ

からない（島田委員）。 

  ○ 目的ごとに法令をまとめるという場合に、刑法がまず挙がっているが、

刑法の中には様々な犯罪があり、生命、身体の保護以外を目的とする犯罪

はたくさんあり、それはどうなるのか。今は漠然と規定されているので、
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それほど違和感がないが、目的ごとに分類されてしまうと、その目的以外

の刑法の犯罪というのは入らないのかという疑問も出てくる。その点も

検討が必要ではないか（佐伯委員）。 

 

（２）抽象的な内容の規定とすることについての意見 

  ○ 一般の方が通報をする際に、個別の法律を見て、特定の法律違反に該当

するかどうかを判断することは非常に難しい。他方、法律違反であろうと

考えたことが全て入ってくるということであれば、予見可能性は安定し

てくるため、イギリスの公益開示法のように、ある程度抽象化した基準で、

通報対象事実を広げたほうが良い。 

他方、刑事罰や行政処分と結び付けていったときには、明確性を要求す

るという二段構えでいくのが良い（拝師委員）。 

○ 通報者の便宜を考えると、特定の法令という要件を取り、個人の生命

又は身体等の保護に関する法令に関わる犯罪行為の事実等と読み替えて

も良いのではないか（光前委員）。 

  ○ 仮に不利益取扱いに対して刑事罰を科すということになれば、予見可

能性の低下は罪刑法定主義に関わる問題であり、かなり慎重に検討する

必要がある（佐伯委員）。 

 

 

第３ 切迫性の要件（検討会における意見 2F

3） 

１ 緩和することに肯定的な意見 

○ 切迫性の要件については、通報を経験された当事者の方から非常に分か

りにくく、どう判断したらいいか分からないという声を実際に聞いている。

そもそも公益通報の目的は、早目に企業の不祥事、問題行為を企業内部な

り、あるいは行政なり、外部なりがキャッチをして是正するという点にあ

る。早期に問題行為の兆候が分かっているにもかかわらず、ぎりぎりにな

るまで黙っていなくてはいけないというのは、全く制度趣旨に反するため、

この要件は削るべきである（拝師委員）。 

  ○ 通報対象事実の切迫性の要件について、「まさに」という文言に該当す

るかしないかが通報者にとって分かりづらいという理由で、削除したほ

うがよいと考えている（川島委員）。 

                                                   
3 過去に生じた事実について切迫性の要件により排除されるのではないかとの意見もあっ

たが、現行法では、過去に生じた事実について、継続していなくとも「生じ」たとして法

で保護される範囲に含めているため（逐条解説 59 頁）、本資料には記載しないこととし

た。 
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  ○ 「まさに」という文言は不要である。公益通報の目的は、違法行為の事

前抑制、抑止であり、「まさに」という要件まで必要となれば、通報の時

機を失し、事前抑制の効果が失われてしまう（光前委員）。 

  ○ 違法行為に未だ着手していなければ、この時点が企業にとって言って

くれれば一番是正しやすい段階である。もし着手してしまったら、必ず企

業は違法行為を正当化する（串岡委員）。 

  

２ 緩和することに慎重・否定的な意見 

○ 通報対象事実が生じているということが基本であり、その蓋然性が高い

ということをいわば外淵として含めているため、それを全く外してしまう

というのは、いささか乱暴ではないか（島田委員）。 

  ○ 切迫性と名付けられている要件については、それなりの意味があって

現在に至っている。原則はやはり発生したということが要件になるべき

であって、仮にそれ以前の段階について、切迫性の要件をなくしてしまえ

ば、際限ない状況になる。企業の活動は問題点を指摘しながら展開してい

くため、一体いつの段階で対象になるかが非常に不明確であって、そうす

ると、逆に弊害も生じるおそれがある。基本的には高度の蓋然性の存在が

必要であり、それを分かりやすく表現した要件であると考えているため、

現行法の要件には合理性がある（升田委員）。 

 

 

第４ 主観的要件（検討会における意見） 

１ 主観的要件を緩和すべきとの意見 

○ 現行法の主観要件は、弊害規定の一つだと考えている。内部告発があり、

その通報事実が全く間違いなかったとわかったとき、勤務先では通報者に

ついて、自分のところの派閥を浮き上げるための通報だったなどと、通報

の目的、背景を批判する動きが起こる。仮に、通報内容が真実であったと

しても、通報の目的や背景を理由として通報者が訴えられて被告になった

り、原告の場合でもそれを理由に敗訴したりする例がある（井手委員）。 

○ 主観的要件についてはなくすべきである。公益通報者保護法は、情報を

透明化して、企業の不祥事等を予防、是正するためのものであり、通報の

目的が私怨であったり、ライバルを引き落とすということであったとして

も、問題行為が、真実、企業の中で起きていたのであれば、それは明るみ

に出す必要がある（拝師委員）。 
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 ２ 濫用のおそれへの対応に関する意見 

○ 企業側の立場として、通報の濫用に関する課題というのはどうしても気

にかけるところである。例えば真実相当性の判断を緩めるとなると、濫用

的な通報が出てくることは企業側としても懸念をするところであるが、そ

れを例えば不正の目的の要件について、濫用的な通報に関しての挙証責任

を転換するような形で運用することができないか（山口委員）。 

  ○ 主観要件は緩和してほしいと考えているが、全面的に緩和するのでは

なく、人をおとしめる目的で虚偽通報したり、誹謗中傷するといった行為

を排除しなければならないのは当然のことである（井手委員）。 

  ○ 主観的要件をなくした場合、例えば、通報をし、それをネタに企業を脅

してお金を取るようなことがあるのであれば、通報そのものはこの法律

が適用されて保護されるとしても、脅してお金を取る部分については、現

在の恐喝罪とか、民法の不法行為等が成立するのではないか。また、殊さ

ら虚偽の事実を申告するようなケースについては、基本的には虚偽申告

罪とか業務妨害、名誉毀損等で対処できる。仮に今の刑法等のルールの枠

内で対処できず、このような本当に悪質なケースがあるのであれば、その

部分だけ切り出して、一定の通報濫用罪のようなものを入れて対処すれ

ばいい（拝師委員）。 

 

 ３ 「不正の目的」の具体的内容を吟味すべきとの意見 

  ○ 例えば、職務怠慢で解雇された人が、解雇を何とか争うため、全く関係

ない会社の不正事実を挙げて公益通報するということがあり、それは公

益通報が濫用されている例とよく言われる。要するに、公益通報としては

正当かもしれないが、それと全く関係ない私的な利益を目的として行う

通報は不正の目的であるということで、裁判所が救済しない例があるが、

そういう場合だけが不正の目的なのか、あるいはリニエンシーを獲得す

ることを目的として通報することも不正の目的に入るかなど、不正の目

的の具体的な内容を吟味した方がいい（光前委員）。 

 

 ４ 立証責任の所在の明確化に関するご意見 

  ○ 通報者の萎縮を防止するため、例えば、不正の目的の存在についての証

明責任は通報者に対して不利益な取扱いをする側が負うことを条文上、

誰もが読み取れるように、法律に明記することを検討すべきではないか

（川島委員）。 
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第５ 不利益取扱いの範囲（特記なき限り検討会における意見） 

１ 不利益取扱いの内容を明記すべきとの意見 

○ 不利益取扱いについては、退職金の減額・没収や有期契約労働者の雇止

めのみではなく、逐条解説に書いてあるようなことも含めてガイドライン

に明記すべきである（川島委員）。 

  ○ 一般法ではなく、公益通報者保護法の中で、事業者として何をすべきか、

何をすべきでないかを明確にすれば、事業者の行為規範となり、事業者か

らの損害賠償請求の効力の解釈の際にも役立つし、事業者の違法行為を

防止するような体制作りにも役に立つ（山口委員〔ＷＧにおける意見〕）。 

  ○ 不利益取扱いの内容を具体化することが必要である。これまでの経過

の中で具体的な不利益取扱いの内容が明らかになっているため、そのよ

うなものをなるべく規定の中に文言として取り込むべきである。退職者

の場合には、公益通報を理由とする損害賠償請求、再就職の妨害、それか

ら家族に対する威迫と、できるだけ具体的な事項を記載して、最後にその

他一切の不利益を禁止するという一般条項を設ける。そうすることで、事

業者に対する行為規範にもなる（光前委員〔ＷＧにおける意見〕）。 

 

 ２ 労務上の不利益取扱い以外の不利益措置に関する意見 

○ 要注意対象者名簿について、そもそも我が国においてそういった事例が

あるのであれば、その点についても不利益取扱いとして法律やガイドライ

ンに入れるべきである（川島委員）。 

  ○ 東日本と西日本の障害者の通所施設で利用者に対する虐待に気付いて、

自治体に通報した職員に対して、損害賠償をされたという報道事案もあ

る（井手委員）。 

  ○ 内部告発をした者の再就職まで阻まれる事例が多く見られる。例えば、

役員の場合、同じ業界に情報が流され、それによって、別の企業で役員に

なるチャンスまで失ってしまう。これは、従業員も同じであり、ブラック

リストまではなかったとしても、通報をした個人に関する情報を同業者

や下請けに安易に流される。そのような行為をどの程度法律の中で明記

できるのか、技術的な課題があるが、明記する必要はある。現行法での不

利益取扱いは、人事的な処分だけになっているが、このような事例にも対

処しない限り、抜け穴をつかれて通報者の不利益が防げないのではない

か（井手委員）。 

  ○ 通報者の同意なく通報者を第三者に開示する行為は、要注意対象者名

簿があるかどうかは別として、法律やガイドライン等で禁止すべきであ

る。そうしないと通報者が他に漏れてしまう（北城委員）。 
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  ○ 通報妨害、通報者の探索については、法かガイドラインに何らかの形で

禁止を明記していただきたい。通報によって、事実が表面化したとき、法

人なり、企業なりの多くがまず行う行動が、通報者の探索である。私が通

報を受けたり、取材したりしたケースのほとんどは、犯人捜しがあった。

通報者の探索は、不利益取扱いにつながるし、通報者の探索という元栓を

閉めれば、確実に不利益取扱いにはいかないため、非常に有効な規定とな

る。禁止規定を是非入れていただきたい。通報妨害の実例として、内部通

報により違法事実が公になるリスクへの対応策として、通報者の想定リ

ストを作成した企業の例が紹介されているが、このような事例が現実に

起こっているため、法律やガイドラインに書き込まなければならない（井

手委員）。 

  ○ 通報妨害・通報者の探索についても、企業にはガイドラインという形で

盛り込むことはあると考えられる（島田委員）。 

 

 

第６ 通報と不利益取扱いとの因果関係についての立証責任の緩和等 

 １ 立証の負担を軽減する必要性について 

【立証の負担があるとする意見】 

○ 具体的な不利益取扱いがなされ、争いになっているケースでは、企業

側は通報との因果関係はないということで争い、通報した側が立証に苦

労するというケースが現にある（拝師委員）。 

   ○ 不利益取扱いといっても様々なケースがある。解雇の場合に求められ

る解雇事由はそれなりにハードルが高いが、配転命令の場合、配転の必

要性に関する事情について、企業側は全体の様々な部署を見回して、そ

の上で必要だからここに配転したと主張する。その方が元々通報の事実

がなければ本来どこに配転するのが適切な状況だったのかは、会社の内

部機密に属するようなことであり、労働者側がなかなか知り得ない事情

である。そうすると、やはり情報の格差があり、会社側が因果関係を否

定して、通報とは関係ない事情で配転したのだから問題ないと言い張ら

れてしまうと、労働者個人がそれに対して反論するのは非常に大変であ

る（拝師委員）。 

   ○ 確かに裁判所も、ある程度企業側に事情の説明をさせて、その説明に

ついては裏付けを求めるため、100％全て労働者が主張も立証もしなけ

ればならないわけではない。しかし、配転命令の場合、企業側に都合の

いいものだけが主張され、その裏付けも出される。労働者側が別の事情

や、証拠の所在を知っていれば、これを出せと要求できるのかもしれな
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いが、必ずしもそうではない。そうすると結果的には、企業側の立証に

対し反証をしたり、別の理由で配転したことの証明が困難になる（拝師

委員）。 

   ○ 証拠の遍在に関して、例えばシャルレのＭＢＯの頓挫した事件で、株

主代表訴訟において、株主が、内部通報制度の仕組みに関する文書につ

いて、文書提出命令の申し立てをしたところ、裁判所は、会社の秘密文

書であるため、文書提出命令の対象にならないという形で一蹴した。従

業員が内部通報制度に基づいて不利益処分を受けたのかどうかを実際

に争おうとした場合、従業員は自分の手元には、会社の中でどのような

手続が行われたかということに関する資料は一切ない。政策的に、何ら

かの形での立証責任の転換ということも含めて考えるべきではないか

（山口委員）。 

   ○ 企業に対する訴訟は立証が大変なのではないか。シャルレ事件の裁判

所はどちらかといえば頑張ったほうであり、例えば自己使用目的の内部

文書に当たるかどうかについて、内部文書には当たらないという判断を

したが、通常の株主代表訴訟等では、株主側の証拠を収集しようとして

も、自己使用目的の内部文書に当たるということで文書提出命令の申立

てを却下されてしまうというケースがあり、かなり立証は難しい場面が

多いのではないか（田中委員）。 

   ○ 現実の世界や消費者庁の平成 25 年のアンケート結果を見ても、匿名

の通報が多い。消費者庁のアンケートでは、通報制度を設けていても匿

名を受け付けるという企業が非常に多く、80％か 70％である。そして、

なぜ匿名で通報したかといえば、不安があるから、不利益を受けるおそ

れがあるから、と回答されている方が 60％以上いる。匿名の通報を選ぶ

理由として、大きな不利益を受けることへの危惧を述べている方が多い

ことからすると、もう少し立証の責任の負担を軽減することを、法的に

も推進すべきである（山口委員）。 

○ 内部通報と不利益取扱いとの推定については、蓋然性も、政策上の必

要性もかなり認めやすい類型ではないか。企業が犯罪事実を通報される

ことを嫌がることは自然であり、通報に対して不利益取扱いをしたとい

うことは一定程度の蓋然性を持っていえる。必要性についても、企業か

らの報復を恐れて内部通報をためらう傾向があることは、アンケート調

査などでも確かめられているといえる（田中委員）。 

○ 報復を恐れて内部通報をためらうという状況が現実にある中では、

様々な法的な手段をとる必要がある。その中で立証責任の転換というの

は、会社に反対の証明を許すという点で、かなり穏当な政策の一つでは
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ないか（田中委員）。 

【立証の負担があるとする意見に対する反論】 

○ 公益通報者保護法で争う場合と権利濫用で争う場合の違いについて、権

利の濫用というのは非常に漠たるところがあるが、公益通報というと法律

上の定義、要件が明確化、具体化されているということで、これで相当程

度、立証負担が軽減されている。そのため、立証負担が軽減されていない

というのは、必ずしも正しい指摘ではない（升田委員）。 

○ 立証の負担が非常に過大であるというのは、主観的な印象であって、客

観的に過大であるかどうかを検証されたことはない。誰でももう少し負担

が軽くなれば良いと考えれば、過大だと批判をするわけであり、その批判

があるからといって立証責任を法律上転換するという理由にはならない

（升田委員）。 

○ 特許法における損害額の推定規定が参考に挙げられているが、推定規定

だけではなく、文書提出命令、その他の規定も存在することを踏まえて特

許法における制度が作られているということをまず前提にすべきである

（升田委員）。 

○ 損害額の立証が困難だというのは、一般民事事件でもあり得る話であり、

そのために民事訴訟法の 248 条という条文を前回の民事訴訟法の改正の

ときに新たに入れている。これは推定規定ではないが、裁判官の裁量で損

害額を算定できるということになっており、非常に推定に近いところがあ

る（升田委員）。 

○ 実際の訴訟で労働者側が懲戒解雇、懲戒処分、配転を争って訴訟を起こ

している場合に、労働者側に主張、立証責任があるものの、通常は事業者

側、雇用者側も、その経過とか理由を立証する。裁判官からもそのような

立証を促しているのが通常であり、片方だけが立証の負担があり、片方は

何もしないという事態というのはまずなく、裁判官が事案の内容に応じて

釈明をし、それに応じて、という方法で審理が進んでいくため、一方的に

情報格差や証拠の遍在があるわけではない（升田委員）。 

【その他の意見】 

  ○ 降格、解雇、懲戒処分については全てが不利益といえるが、配置転換に

ついては、必ずしも全てが不利益というわけではないため、この点をどう

考えるか。不利益については、かなり広く捉えられているため、それとの

関係で整理しないで立証責任について一般的に考えることは難しいので

はないか（島田委員）。 

  ○ 配置転換の有効性についての判例の判断枠組みでは、事業者側が配置

転換の必要性を立証し、労働者側が不当な動機・目的があることを立証す
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ることになっており、そのような枠組みと因果関係の立証責任の緩和等

が整合するかは慎重に検討する必要がある。そのため、立証責任の緩和等

については不利益取扱いそれぞれのケースを考えていく必要がある（島

田委員）。 

  ○ 実務上、例えばセクハラとかパワハラの問題で、本人の利益のために

色々と異動をせざるを得ない事情があり、本人からするとそれが不利益

に見えるかもしれないが、会社側としては本人の利益のために異動させ

たということもあるため、何を不利益取扱いと見るかはまた別の問題と

して考えることである（山口委員）。 

 

 ２ 推定規定の許容性について 

（１）推定規定を設ける根拠となり得る事情について  

  ○ 会社法に取締役の義務が幾つかあるが、推定規定が設けられているの

はごく一部であるため、そこはやはり特別の理由がある。また、知財関係

の法律には大体特許法と同じような推定規定があるが、これは、損害賠償

請求をする場合、特に営業損害を主張、立証するときには、様々な不確定

要素があるため、その証明が非常に難しいと従来から指摘されており、権

利を保護すべきだということで入れられた。均等法の推定規定について

は、妊婦の保護ということが非常に強く謳われており、公益通報という比

較的一般的な制度とは、やはり相当根拠が異なる（升田委員）。 

○ 立証責任を転換することについては、様々な根拠があり、例えば、損害

賠償額の資料をどちらが持っているかなどの情報格差があるというよう

なことも考慮されているが、それは著しい格差というようなことが前提に

なっている。また、利益の額、損害額については、情報格差の問題だけで

はなく、いわゆる利益を得たのであれば、こっちの損から利益に移ってい

るのではないかという経験則が存在することが背景にある。推定規定はこ

のような様々な根拠が認められるというのが前提になっている（升田委

員）。 

○ 立証責任を原則から転換をするという場合は、単なる「裸の必要性」で

決めるということはなく、政策的な考慮が全くないとは言わないが、その

ほかの事柄において様々な考慮をして判断している（升田委員）。 

  ○ 立証責任を転換する根拠としては、蓋然性があるからとは考えられる

が、必ずしも厳密に蓋然性が要求されているわけではないのではないか。

厳密に、蓋然性がどのようなところで認められるのかという詳しい検討

が要るのかは疑問であり、むしろ法律ができた趣旨から見て、どのような

形で立証責任を公平に分担させればいいのかというところで判断したら
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いいのではないか（山口委員）。 

  ○ 法律上の推定規定を設けるにあたり、蓋然性だけが根拠となるとは思

えない。蓋然性があるというだけであると、ある事実から立証すべき事実

の存在が容易に認められるということになる。他方、法律上の立証責任の

転換というのは、因果関係の存否が明確でないときに因果関係があると

するものであり、そういう取扱いを正当化するには単純な蓋然性だけが

問題となるわけではない（田中委員）。 

  ○ 利益相反取引についての因果関係推定は、元々利益相反取引は無過失

責任だったものを過失責任にする際に、それでも利益相反取引は会社の

利益を害する危険が大きいので、取締役に慎重な判断を促すということ

で立証責任を転換するということが提案されたところ、さしたる反対も

なく通ってしまった。また、金融商品取引法の不実開示における因果関係

の推定も、証券市場の信頼を確保するということと、因果関係が証明でき

ないので原告が負けた幾つかの裁判例を挙げているぐらいしか行われて

いない。このような立法経緯と比較すると、かなり詳細なアンケート調査

のもとで労働者が内部通報をためらっているという事実が摘示されてい

る今回の議論は、相当事実に基づいていると考えている（田中委員）。 

○ 立証責任の転換を決める根拠については、転換する必要性が高いかと

いうところが重要である。利益相反取引について取締役の任務懈怠が推

定される根拠としては、確かに利益相反取引は、取締役は自分の利益の

ために会社の利益を害する取引をする蓋然性が高い、という考え方によ

るとも考えられるが、それ以上に、利益相反取引は危険な行為なので取

締役に慎重な判断をさせるためにこうしていると言われており、会社法

の立案担当者の説明はむしろ後者である。つまり、政策判断があって、必

要性が高いときに推定を入れるという話になっている。だからこそ、監

査等委員会設置会社で利益相反取引について監査等委員会の承認がある

と、この立証責任の転換はなくなってしまうという規定が入っている。

一度たりとも実際に使われたことがない監査等委員会設置会社で、何で

立証責任の転換がなくなるかというと、監査等委員会が承認したからそ

ういう蓋然性が外れるというのではなくて、新しくできた監査等委員会

の導入を促すという目的である。つまり政策的必要性という部分がかな

り勝っている（田中委員）。 

 ○ 政策的必要性の観点から立証責任が転換されているというのは、会社   

法や金融商品取引法の領域だとかなりある。例えば、金融商品取引法の

責任というのは、ほとんどは、役員や会計監査法人などは相当の注意を

払ったけれど防ぐことができなかったということを証明できて初めて責
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任を免れるようにできており、そういう意味で立証責任が転換されてい

る。また、不実開示について発行会社の責任が問われる場合も、もう株

価が下がっているということで、割と簡単に損害が発生したこと及び損

害の因果関係も証明、推定されることになっており、様々な形で政策的

な判断から立証責任の転換を認めている（田中委員）。 

 

（２）経験則、蓋然性の有無について 

○ 公益通報した場合に不利益取扱いを受ける可能性、蓋然性については、

そもそも公益通報者保護法という法律が、通報をした場合には企業から

不利益取扱いを受けることが多いがために制定されたという大前提があ

ることから、基本的には、通報に伴い類型的には不利益取扱いされるお

それが大きいという社会的な経験に基づいてこの法律ができていると理

解している（拝師委員）。 

  ○ 通報したことによって不利益を受ける蓋然性、可能性については非常

に高い。妊娠した女性が休暇を取得したことに対して会社から不利益処

分を受ける可能性よりも高いと考えている（光前委員）。 

○ 内部通報と不利益取扱いとの推定については、蓋然性も、政策上の必

要性もかなり認めやすい類型ではないか。企業が犯罪事実を通報される

ことを嫌がることは自然であり、通報に対して不利益取扱いをしたとい

うことは一定程度の蓋然性を持っていえる。必要性についても、企業か

らの報復を恐れて内部通報をためらう傾向があることは、アンケート調

査などでも確かめられているといえる。結論的には、こういった因果関

係の推定というのも積極的に検討されていいのではないか〔再掲〕（田中

委員）。 

 

（３）当事者間の公平を害しないか 

○ 内部通報をしようとする者にとっては、内部通報は一生に１回あるか

ないかのことである。片や企業側は、内部通報制度に関する様々なシス

テムを作る側であり、また、通報があればあるほど、業務として熟練し、

ある程度ルーチンワークになっていく。そういう中で、通報者と企業側

のどちらが証拠を残せるかを考えれば、会社である。内部通報制度があ

る程度日常化されていけば、証拠として必要なものは当然企業側が残す

はずである。そのため、立証の容易さという点から見て、ある程度企業の

ほうに負担を強いてもそれほど不公平にはならないのではないか（山口

委員）。 

○ 問題を起こしたものの、処分を免れるために通報した労働者がいたと
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しても、本当に内部通報以外に非違行為があるというのであれば、企業

としても立証し、推定を覆すことは比較的容易なのではないか（拝師委

員）。 

 

３ 具体的な要件について 

  ○ 立証責任を転換する場合、現実的な策は、内部通報後一定期間に不利益

取扱いが行われた場合に、内部通報を理由として不利益取扱いが行われ

たと推定するというものが考えられる（田中委員）。 

 

 ４ その他の方法について 

  ○ 最高裁の平成 26 年 10 月 23 日の判決は、妊娠中の軽易業務への転換

を契機として降格させる事業主の措置は、原則として均等法の禁止する

不利益取扱いに当たると解されるとしているが、均等法の法文上は、「理

由として」となっているところを、判決では「契機として」と読み換えて

いる。妊娠中の女性が不利益を受けることの蓋然性がある程度高いとい

うことで最高裁はこのように読み換えたとも考えられるが、公益通報の

場合には不利益を受ける蓋然性がより高いと考えられる。仮に立証責任

の転換という立法措置ができないのであれば、同じように法文上、「契機

として」不利益をすることはしてはならないというような形にし、事実上、

立証責任を緩和していくような法改正ぐらいはすべきではないか。なお、

厚労省は、通達において、１年以内の不利益処分は、この「契機として」

に当たるとしている。（光前委員）。 

 

第７ 外部通報（２号通報）の要件 

 １ 真実相当性の緩和の必要性について 

（１）要件の主張立証の難易に関する意見 

  【立証が困難であるとする意見】 

○ 真実相当性の要件のハードルは高い。裁判例をみると、かなりばらつ

きがあると思っているが、大阪地判平成 17 年４月 27 日（労判 897 号

26 頁）をみると、通報する側はかなり厳しい調教している録画映像と

か、死因に関する意見書までつけて裏づけをとっている。これが、後に

なって駄目だといわれてしまえば、怖くて通報ができないのではない

か（拝師委員）。 

○ 真実相当性の中で、個別の案件に応じて弁論の全趣旨を踏まえて判

断されるのはあたりまえのことである。通報する側からすると予見可

能性を損なって、通報を萎縮してしまうことが問題であり、ハードルを
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下げるべきといっている。裁判になるということ自体が問題である。清

水の舞台から降りる気持ちで行政通報をすることは問題であり、事後

的にも裁判にも避けるという制度にして欲しい（拝師委員）。 

○ 緩い要件で運用されれば良いが、１０年経って、それなりにハードル

が高いという運用がされている。裁判例を見ても、それなりに皆さんハ

ードルが高いと感じられている（拝師委員）。 

○ ２号通報を緩和する立法事実であるが、通報したいという方は、資料

をそろえて相談に来られる場合はまずない。このような場合でも秘密

の暴露があるとかそういう場合には信憑性が高いと感じる。資料を持

っていない場合には、弁護士として、持ってきてくださいとはなかなか

アドバイスができない場合もある。行政通報をする場合、証拠として

は、供述が具体的な内容で詳細であるというのが限界である。真実相当

性については、かなり高度なものが要求されている。そうすると、本人

だけの供述で真実相当性を認めるのはかなり厳しい（光前委員）。 

○ 真実相当性の要件はあまりにも加重である。通報者の範囲、通報対象

事実の要件だけでも大きな負担であるし、先に通報した人がいて、会社

にとって知っている人が通報した場合にはどうなるか、という問題も

あるため、仮に真実相当性を緩和しても、通報者にとっては重い負担が

ある。真実相当性を緩和しても、バランスとしてはおかしなものにはな

らない（山口委員）。 

○ 名誉毀損の場合の真実相当性の立証については、相当ハードルが高

い。消費者金融の問題点について暴露する本を弁護士等が書いて出版

をしたところ、名誉毀損で訴えられたというケースがあった。最終的に

は真実相当性が認められたが、相当手間暇をかけて弁護士が著作した

本であるにも関わらず、相当苦労をして立証しなければならなかった

という経験がある。真実相当性が高いハードルであることは間違いの

ないことであり、通報する人に同じレベルのものを課すことには、無理

がある（拝師委員）。 

○ 裁判所では、公表した事実が全て真実と合致しなくてはならないと

はされていないが、重要な部分について一致することは必要であるた

め、そこはかなりハードルが高くなっている（光前委員）。 

○ 参考裁判例を読むと、真実相当性の証明は厳しいものであるという

印象を実際に受けた。大阪地判平成 17 年４月 27 日（労判 897 号 26

頁）についていえば、単に象に対して過剰な調教があったというだけで

はなく、調教が原因で象が死亡したということについてまで、真実であ

るか、または真実であると信じたことが相当であることの証明を要求
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されており、実際にその可能性を指摘した意見書を提出していても、そ

れだけでは足りないとされており、非常に厳しい判断がされている。こ

のような事案は、通報者が象は調教で死んだという事実を報道機関に

摘示して、それを報道させているのだから、このような裁判所の判断に

なったと考えるべきであり、このような事案と、象は調教が原因で死亡

したことが疑われるため更に調べて欲しいという趣旨で行政機関に通

報した場合とでは、裁判所の判断も全く異なるのではないか（田中委

員）。 

  【立証が困難ではないとする意見】 

○ 相当な理由が厳格であるという前提が誤りである。言葉の性質から

いえば、「相当な」より「正当な」、「合理的な」の方がレベルが高く、

「相当な」とは緩和された要件である。英米法も合理的な理由を要求し

ており、渉外的な観点からも既に要件が緩やかといえる（升田委員５）。 

○ 相当な根拠がある場合として、関係者による信用性の高い供述があ

る場合と例示されているように、供述だけでも良い場合もあり、立証は

困難ではない（升田委員）。 

○ 名誉毀損事件における免責事由としての「真実であると信ずること

について相当の理由がある場合」については、表現の自由、言論の自由

を尊重した上で、やむを得ず、酷い事例もあるということで相当性を要

件としており、相当性の要件のハードルは決して高くない。現実に名誉

毀損の判決をたくさん読むと、思いつきで言ってしまったり、報道機関

の場合は、取材が非常に偏っているとか杜撰であるとか、そういう指摘

があって、真実相当性が否定されている。民事の判例を読む範囲では相

当ハードルは低い（升田委員）。 

○ 名誉毀損の場合の真実相当性については、記載された、あるいは表現

された事実全てについて真実であることまでは求めていない。重要な

部分が真実であればよく、全てが真実である必要はない。特に法律の専

門的な解釈などについては、従来から正確に構成要件に該当するとい

う確信的な判断までは必要ではないとされている。このような意味で

も、厳しいハードルではない（升田委員）。 

   ○ そもそも、名誉毀損の真実相当性と公益通報の真実相当性について

は、言葉は同じであるものの、立法技術的としては、それぞれの法律の

規定あるいは法律の趣旨に従って具体的に解釈するということになっ

ている。名誉毀損と公益通報では、具体的な適用の場面が異なるため、

裁判所の具体的な適用では、異なる解釈がとられるとも考えられる（升

田委員）。 



38 

 

 

（２）名誉毀損行為を免責する要件との対比に関する意見 

○ 真実相当性の要件は、名誉毀損の違法性阻却事由の要件として裁判例

が積み重ねられてきたものであり、一般に公表することが前提で、原則

として犯罪行為に該当する名誉毀損行為を正当化するものである。他方

で、行政通報は、守秘義務があり、監督権限がある行政機関に対して情報

提供する行為である。これらを同じ要件で免責すること自体に無理があ

るのであり、相当緩和をして良いし、緩和をしないと怖くて行政通報が

できない（拝師委員）。 

 ○ 行政通報の場合、守秘義務を負っている行政機関に情報を提供する趣

旨で行うものであるため、公然と事実を摘示する名誉毀損とは異なる。

また、名誉毀損は摘示した事実が真実か否かが問題となるが、公益通報

者保護法の場合、通報対象事実は法令に違反する事実そのものであり、

法令に違反にすることを真実に足りる相当な理由が必要であり、法令に

違反する要件の一つが真実相当性あるだけでは足りないという印象を持

っているところ、これは名誉毀損よりもある意味で厳しいのではないか

（田中委員）。 

○ 名誉毀損に関する事案と、行政機関に対して通報した場合とでは被害

状況が全く異なっている。行政機関に通報した場合は更に調査を求める

という趣旨であり、そのような通報と、公然と事実を摘示することは異

なる（田中委員）。 

  ○ ２号通報については、これから調査を求める場合であり、名誉毀損や、

事実であると公になった場合とは全く異なる。行政機関に対してこれか

ら調査を求める場合の事実の真実性については、行政機関の職員には秘

密保持義務があることからすれば、かなり低いレベルでいいのではない

か（光前委員）。 

○ 名誉毀損から免責されるための要件が問題となるのは、名誉毀損行為の

責任を免れるという場面であり、通報の場面とは趣が異なる。相当性につ

いては、法律問題の趣旨に照らして判断されている（升田委員）。 

 

（３）その他の必要性を示す意見 

○ 検討会の中でも行政通報に対する期待は非常に高かったため、その趣

旨は尊重していただきたい（拝師委員）。 

  ○ 内部通報を受け付ける側の仕事をしていると、通報があったたけで実

態が分かるわけではなく、社内の調査があって、それで初めて実態が見え

る場合もある。行政の通報についても、同じように、当初不完全な事実で



39 

 

あったとしても、行政の調査によってある程度、監督権限を行使できるよ

うな事実が表われてくるのではないか（山口委員）。 

○ 最初の通報は発端であって、10人から聞かないと最終的にそれが社会

的な意味のある構造にはつながらない場合もある。そのようなことをこ

の公益通報者保護法の中でどう捉えていくかは重要ではないか（山口委

員）。 

 

 ２ 真実相当性の緩和の許容性について 

（１）行政通報による被通報者への被害発生のおそれに関する意見 

【被害発生のおそれがあるとする意見】 

○ 虚偽であったり、結果として正確ではない情報が開示された場合、開

示された方には被害が生じる。行政機関が違法行為があるということで

調査権限を行使した場合、調査をされる方にとっては負担であり、調査

をされることによる風評損害もある。仮に結果として虚偽であったとし

ても、相当な負担を強いられる。例えば、弁護士に対する懲戒請求制度

においても、仮に理由がなかったとしても、名誉信用を毀損されるおそ

れがあるということで問題視されている（升田委員）。 

【被害発生のおそれがあるとする意見に対する反論】 

  ○ 真実相当性がないとしても、かなり有力な情報であり、公共性が高い

ものであれば、行政機関として調査をし、真実相当性が事後的に確認で

きるであろう。他方、行政機関の職員には守秘義務があるため、外部に

情報が漏れる心配はない。また、行政通報をしたとしても、行政機関は

何らかの確信を持たないと調査を行わない。行政機関が精査して、調査

の必要性がないということであれば、そもそも調査まで至らないであろ

うから、企業に著しい損害が発生することはない（光前委員）。 

○ 結果的に虚偽であった場合との指摘があるが、裁判とはいっても、対

企業の裁判では、証拠の偏在という問題があり、証拠が足りないがため

に、真実性を立証できない場合もある（拝師委員）。 

○ ２号通報は要件を緩和しても良い。公務員は守秘義務を負っているし、

権限のある機関が調査をするきっかけになるだけであって、例えば、報

道機関が報道をする場合とは異なる（佐伯委員）。 

○ 労務提供先の正当な利益が害されるおそれがあることとの関係で、真

実相当性が要求されている。もし今後懸念の部分があるとすれば、立法

事実として行政の通報により、どのような正当な利益が害されたのかと

いうことがわかれば、もう少し詳細な議論ができるのではないか（山口

委員）。 
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（２）誠実義務との関係で検討すべきとの意見 

○ 労働者は労働契約上、使用者の利益を不当に侵害してはならないとい

う信義則上の義務を負っており、就業規則上も、そうした類いの義務を負

っている場合がある。それにもかかわらず、内部情報を外部に出すことは、

それ自体が誠実義務違反である可能性が非常に高い。公益通報者保護法

は、そうしたものをいわば公益通報であるからという理由で免責するも

のである。このような効果を前提にしているのであれば、真実相当性が厳

しすぎるかについては議論の余地があるかもしれないものの、２号通報

の要件を非常に緩めるというのは、企業に対する義務との関係で適切で

はないだろう。企業における労働契約上の義務とのバランスで考えない

と結論は出てこないのではないか（島田委員）。 

○ １号通報の場合は内部であるから不正な目的がなければ、必ずしも真

実性を求めないで広く認めようということであるが、２号通報の場合に

は、誠実義務違反を免責できる根拠としては、自分は公益通報のつもり

だったからということだけでは足りない。不正な目的ではないことに加

えて、真実と信じる、その人がこれは事実として明らかにしなければ公

益上問題が起こると考えた客観的なものがない限り、労働契約上の義務

違反を免責する根拠にはなり得ない（島田委員）。 

  ○ 公益通報は、違法行為をした者を保護するという要件であり、それなり

の慎重な要件が必要である（升田委員）。 

  ○ 労働契約上の誠実義務との関係については、主観的要件でチェックす

るのがよい。不正の目的がなく、疑いがあるとして行政通報したことにつ

いては、保護しても良い（光前委員）。 

 

 ３ 緩和するとした場合の具体的な方法について 

○ 行政通報の要件としては、「思料する」という要件でいい。そもそも思

料すればどのような通報であっても許されるわけではなく、主観的要件、

通報対象事実の縛りがあり、一定程度公益があることが必要である。また、

一定程度証拠の持ち出しについてのルールが認められれば、裏付けのある

質の高い通報が多くなるだろうと想定され、そうであれば、真実相当性の

要件を「思料する」としたからといって、相当雑多なものが来るという状

況にはならないであろう。行政機関としても、比較的簡単に「それは根拠

のない申し出です」として処理できるのではないか（拝師委員）。 

○ ２号通報の場合には、重要な部分について、真実相当性までは至らなく

ても、「一応の根拠のある」ものであればいいという形で、立法化した方
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がよい。「思料する」ということだけだと、様々な段階の情報が入ってき

て、軽率な通報により行政庁の負担が大きくなるため、もう少しレベルは

上のほうが良い。しかし、名誉毀損の違法性を阻却する要件である真実相

当性と全く別の言葉を使い、名誉毀損の違法性を阻却する要件とは異なる

レベルの真実性で良いことを、法律上分かりやすく規定したほうがいい

（光前委員）。 

○ 仮に通報対象事実を変えないのであれば、通報対象事実をしていること

を疑わせる事実がある場合とすることが考えられる。例えば、取締役の監

視義務との関係でいうと、法令違反について差し挟むべき事情がある場合

は、取締役が調査する必要が出てくるため、このような要件で十分なので

はないか。そうすることで、全く無責任な通報により会社が迷惑を受ける

ことは防ぐことはできる。その上で、行政機関の調査義務については、必

要があれば改正する、それよりも、もう少し厳格にすることも考えられる

（田中委員）。 

  ○ 真実相当性に代わる要件としては、通報対象事実が差し迫っている場

合とすることが考えられる。例えば、児童虐待の場合も、「児童虐待を受

けたと思われる」としている（佐伯委員）。 

  ○ 仮に、公益通報者保護法の真実相当性の解釈が、名誉毀損の真実相当性

の解釈よりも、緩くなる傾向があるということであれば、文言としても変

えるべきである。裁判所は同じ文言であれば同じような解釈するという

のは当たり前のことである（拝師委員）。 

  ○ 仮に、公益通報者保護法の真実相当性の解釈が、名誉毀損の真実相当性

の解釈と異なるということであれば、それをはっきりさせる必要がある

のではないか（光前委員）。 

○ 仮に、公益通報者保護法における真実相当性の証明というのが名誉毀

損の要件と異なるのであれば、その趣旨をはっきりさせるような明示的

な改正をしたほうがいい（田中委員）。 

 

 

第８ 外部通報（３号通報）の要件 

 １ 真実相当性の要件について 

 （１）要件を緩和すべきとの意見 

   ○ ３号通報の要件については、様々な立場の第三者が受け手になる可能

性があるため、２号通報の要件よりはハードルを高くしたほうがよく、

「思料する」という要件では難しいと思うが、現在の真実相当性の要件

については、ハードルが高く、緩めたほうがいい。 
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○  名誉毀損の免責事由との比較で考えると、直接表現する主体は通報を

受け付けた側であり、団体に情報提供すること自体が表現行為とはいえ

ないため、真実相当性の要件を要求する必要はない。通報を受け付けた

側がそれなりの調査をして根拠があると考え、名誉毀損に仮に当たって

も違法性を阻却するだけの裏付けあると判断して公表するというのが

社会的なルールであり、そのような前提のもとで団体に情報提供をして

いるものである（拝師委員）。 

   ○ 名誉毀損事件とのバランスを考えるべきである。公益通報の場合には、

通報事実は犯罪に限定されており、また、不正の目的による通報は保護

されない。３号通報の真実相当性の要件は、名誉毀損よりは若干レベル

を下げても良いのではないかと考えている。もっとも、３号通報は、外

部に対する通報であること、外部についてかなり広い範囲を含むことを

考えると、真実相当性に近いものが必要である（光前委員） 

   ○ ２号も３号も真実相当性の要件は不要である。真実相当性の要件は、

何らかの通報されることによって風評被害を受ける法人の利益とのバ

ランスを図る上での要件であるが、相当性を認めなかったから、大きな

弊害が出たという事案は、実務ではあまり見たことがない。私が見る限

り、例えば、第三者に、匿名ではなく、一般の方が、何の根拠もない根

も葉もないことを、自分が不利益を受ける可能性があるにも関わらず告

げるということが、あまり想定できない。例えばインターネット上にお

いても、結局、匿名だからこそ風評が世の中に出てくるわけであって、

実名であれば、根も葉もないことはなかなか出てこない。通報者は、第

三者へ情報を提供するに当たって、自分が不利益を受ける可能性がある

ことは重々承知の上でやはり公益通報を行うため、そこに相当性とか真

実の相当性を根拠として認めることが、どの程度の意味があるのかは疑

問であり、有益な情報提供をためらわせる効果しか、現実には効果がな

い（山口委員）。 

○ 事業者としても、要件が同じであれば、内部通報体制を整備するイン

センティブになる。事業者の体制作りというインセンティブとして捉え、

通報者と通報受領先との協力で不正を早期に発見する機能を重視する

という方向性も検討するとすれば、真実相当性については２号通報と同

じように緩和することも考えられる（山口委員）。 

 

（２）緩和すべきではないとの意見 

○ 解雇事件において、裁判所は、真実でない事実を外部に出したことに

ついては、かなり厳しい判断をしており、最高裁でも２件確定している
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が、このこととのバランスを考えるべき。その他外部への通報において、

真実相当性を外すのは反対である。労働関係の法律違反、労働基準法違

反があったときは、労基署に申し立てる仕組みになっており、何でも外

部通報をしてよいということにはならない。犯罪事実があれば、行政機

関に対して申し立てることになっており、外部に通報をしても良いとは

ならない（島田委員）。 

○ 現に虚偽の情報を色々流されて、倒産した事業者もいる。しかも私が

申し上げたのは基本的には裁判となって判決になり、かつ雑誌に公表さ

れたものだけを前提としているため、まさに氷山の一角である（升田委

員）。 

○ 確かに最初はっきりしないものの、後に具体的に明らかになるといっ

た事例もないわけではないが、最初から根拠もなく通報をする場合もあ

る。仮に真実相当性の要件をなくせば、そのような通報が一般化する。内

部告発のようなものは、報道機関に一番多く行われていると考えられる

が、とにかく日々、ものすごい量で色んなところに情報提供があって、そ

の多くは取り上げられていない。その理由としては、根拠があまりはっ

きりしない、言っている人が信用できないなど、様々な事情があると思

うが、これが世の中の現実である（升田委員）。 

○ 相当性の要件についてはハードルが低いところ、３号通報の要件につ

いても、相当性の要件が用いられており、３号通報の要件は既に緩和さ

れているといえる（升田委員） 

 

 ２ 特定事由該当性について 

（１）立証の難易に関する意見 

  【立証が困難であるとする意見】 

    ○ 私は、報道機関で実際に通報を受け付けている経験が長い。その経験

からすれば、イからホの事由で守れたケースはない。英国公益開示法に

ついては、重大な案件については除外され、日数制限もない。実際に既

遂の犯罪の場合は、内部に持っていっても自浄能力が出るのかという

疑問がある。イの経営者の関与についても、通報者が調べなければなら

ない。通報対象事実以外も調べなければならない（井手委員）。 

○ 特定事由該当性に関して、現行法の体系は、内部通報と効果が出ない

場合に、行政、外部どちらを優先するのかあいまいである。ロについて、

行政通報をしなくてもいいという立て付けになっている。イをみると、

行政通報をすると不利益な取扱いを受けるという、行政機関に対する

不信から始まっている。内部通報が駄目な場合に、行政、外部のうちど
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ちらを優先させるかの議論が必要ではないか（光前委員）。 

○ 特定事由該当性について、今の解釈でイからホの要件を満たすこと

は、ほとんど無理ではないか。実際には、通報対象事実がそれなりに重

要なものであれば、それだけで通報による会社からの不利益取扱いの

おそれ、証拠隠滅のおそれ、社内規程や暗黙の雰囲気で通報するなとい

うプレッシャーがかかるといえるところ、それを更に立証しなければ

ならないのはハードルが高い。通報しようとする事実そのものがそれ

なりに重大であれば、むしろ原則的に特定事由該当性の要件を満たす

という解釈に切り替えなければならない（拝師委員）。 

【立証が困難ではないとする意見】 

○ 公益通報者保護法については、１号、２号を優先して考え、３号は特

別という仕組みになっており、そのために、特定事由該当性の要件が付

いている。これをどう評価をするかを、要件の問題を考える前提として

議論しなければならない。イ、ロ、ハ、ニ、ホの全てに該当しなければ

ならないわけではなく、一つに該当すればよいところ、一つ一つの事由

は、それほど無理な条件ではない。それから立法論として考えていく場

合、正当な公益通報というだけを考えているだけではなく、濫用的なケ

ースも含めて考えた中で位置付けていかなければならない（島田委員）。 

 

（２）名誉毀損行為を免責する要件との対比に関する意見 

○ 名誉毀損関係の裁判例においては、３号イからホまでの事由は問題に

なっていないのではないか。真実相当性があれば、保護されており、イか

らホまでの事由は独立の要件になっていないのではないか。通報対象事

実それ自体に公益性があるものなので、通報者の側で不当な目的がない

限り、保護されるはず。なぜイからホまでが更に追加されるのか理解し

難い。企業は犯罪に対しては、真実であった場合には、公にしないことに

ついては正当な理由はない。報道されても仕方がない（田中委員）。 

○ 通報を受けたとしても、報道機関が報道するには更にハードルがある。

それは、名誉毀損のルールの中で真実相当性の絞りがあるからである。

通報そのものをすれば即真実でなければ名誉を害するということにはな

らないであろう。名誉毀損というルールがある中での通報の位置づけを

考える必要がある（拝師委員）。 

○ １号、２号を設けていることとの関係で、３号に一定の要件を課して

いるという理解である。整理されているかという問題は残るかと思うが、

一般の名誉毀損の場合とは異なる。そういう仕組みになっている。労働

関係の法律については、行政の監督の下で、改善をしていくことが求め
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られている。直ちに外部通報をされるということは、むしろ混乱をする

ということが前提になって作られている（島田委員）。 

 

（３）要件を緩和するとしてその具体的な方法について 

○ 特定事由該当性のところで加えていただきたいのは、ニの要件につい

て、行政に通報して行政が対応してくれないケースについて、これを書

き加えるべきではないか。また、財産的な被害があり、それが重大な場合

には、外部通報できるとすべきではないか（拝師委員）。 

○ 特定事由該当性について、既に発生してしまった犯罪については要件

を緩めることは当然であろう。一般の方の常識からしても、既に発生し

た犯罪について、内部に通報することを要求するのは無理がある（拝師

委員）。 

○ 既に犯罪事実が発生した違法行為の是正を求める場合については、外

部通報ができると捉えても良いのではないか。これから発生しそうなも

のの事前防止のためには、まず内部が必要かもしれないが。行政通報を

優先させるということであれば、考え方を変えなければならないが、そ

こまでは考えていない（光前委員）。 

○ 化血研の事件、東洋ゴムの事件については、このイ、ロ、ハ、ニ、ホは

特別要件としてはあまり機能していなかったといえる。既に不正行為が

発生し、しかもそれが長い期間放置されているという状態にあるという

ことは、企業の内部通報制度あるいは行政に対する通報制度が機能して

いないことの端的な表れであるため、実際に発生している不正行為が一

定期間そのままの状態になって、あるいは同じようなものが再発される

おそれがあるような状態の場合については、外部通報を認めた方がよく、

このような問題について特定事由の一つとして設ければ良いのではない

か（光前委員）。 

   ○ 一般条項的なものを入れる、経営陣が絡んでいた場合などを追加する

など、一定類型的にイからホのような要件を満たすだろうと思われる場

合を更に具体化して書き込む方法があるのではないか（拝師委員）。 

  

 ３ その他 

（１）インターネットにおける情報の提供・交換の問題について 

○ １０年間の経過を考えると、インターネットにおける情報の提供・交

換の問題が、当時とは比較にならないほど発展している。インターネッ

ト上の問題を併せて議論をするとすれば、より慎重に真実性、正当性等

を議論する必要があるのではないか（升田委員）。 
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（２）外部通報の要件と守秘義務を関連させることに関する意見 

○ 外部通報の要件を緩和することとの関係で、守秘義務を課すことが検

討されているが、守秘義務の対象となる情報の範囲を、通報者を特定す

る情報のみに範囲を限定するとすれば、風評被害が発生してしまうので、

守秘義務を課したとしても、その他外部への通報の要件緩和を基礎づけ

ることはできないのではないか（佐伯委員）。 

○ 第三者に守秘義務を課すことで３号通報の要件を緩くするという議論

はは、不適当である。そのような議論になると、守秘義務の目的が変わっ

てしまう。通報者を保護するための守秘義務の議論をしていたはずが、

企業が通報をされても仕方がないといった、通報を許容するための守秘

義務の議論とすり替わってしまう（拝師委員）。 

○ 守秘義務の問題と、外部通報の要件を緩和する問題を、リンクさせる

のは危険があるのではないか。１号、２号、３号という、制度間のバラン

スがあって今の公益通報者保護法は成り立っているところ、現在の３号

通報の要件ではなかなか守りにくいという視点から考えるべきである

（井手委員）。 
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Ⅱ その他の効果及びその要件について 

 

第１ 通報を理由とする不利益取扱いに対する行政措置 

 １ 行政措置の必要性、懸念等について 

（１）不利益取扱いの抑止、予防の必要性について 

○ 不利益取扱いによる被害の迅速な救済として命令、勧告、指導、助言

とあるが、この命令、勧告、指導、助言については、中身によっては不利

益取扱いの抑止の機能もあるのではないか。企業に対して、このような

行為をしてはならない、という助言、指導、勧告については、当然あり得

る（拝師委員）。 

○ 何らかの形で民事責任以外のサンクション、行政処分あるいは刑事罰

によるサンクションを考えていくということは、前向きに検討すべきで

ある。会社法のルールなどもサンクションがないと余り守られないとい

うことがあり、特に、企業にとっては、違法事実を隠しておくことが利益

になるような場合、サンクションがないと十分な抑止ができない場合も

ある。例えば、総会屋に対する利益供与については、昭和 56 年改正で禁

止する条文を設けただけでは総会屋はなくならなかったものの、刑事罰

を法定し、更に総会屋に利益を供与した役員が個人で責任を問われて代

表訴訟の対象になるということがはっきりすると、ようやく鎮静化して

いった。不利益取扱いを禁止する効果が、不利益な取扱いをやめるとい

うことだけであれば、場合によっては不利益取扱いのやり得になる可能

性もあり、この法律の通報者保護を通じて企業の法律遵守を促すという

目的が、達成できないのではないか（田中委員）。 

○ 個々の被害救済を超えて、公益通報制度そのものをきちんと機能させ

ていくためには、不利益取扱いがあったことに対して最終的にしっかり

ペナルティを科すことが重要である。事後救済も重要であるが、むしろ

予防的なものをどのように入れ込んでいくか、あらかじめこういうこと

をしてはいけない､こういう不利益取扱いをしてはいけないと釘を刺す

ような形で行政措置を早目早目に行い、不利益取扱いを予防するという

観点で考えていただきたい（拝師委員）。 

 

（２）迅速な救済の必要性について 

【行政措置による迅速な救済の必要性を肯定する意見】 

○ 様々な上場会社の不祥事が、外部の通報がされるまで発覚しないとい

うケースはまだまだ多いという印象を持っている。裁判よりも軽い手続

によって、どうも企業は不利益取扱いをしたらしいということで行政に
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処分ないし勧告を出させて、そしてその適否を企業の側で裁判所に争わ

せると。そのような、企業のほうでイニシアチブをとらなければならな

いような制度を作ることは、意味がある（田中委員）。 

○ 都道府県労働局の相談、あっせん、調停などのような、簡易迅速な「駆

け込み寺」のような形でまず救済を求めることができ、それでも救済さ

れない場合に、次に訴訟があるという形にしなければならない。現在は、

行政的な救済機関がないため、不利益取扱いを受けた場合、すぐ訴訟に

いかざるを得ないという状況になっている。パート労働法とか育介法と

か雇用均等法との兼ね合いで考えれば、そのような不利益処分を受けた

方を救済するする必要は非常に強いのではないか（光前委員）。 

   ○ 民事裁判、仮処分もあるから、それを使えばいいという指摘があるが、

現にその制度の下で、苦労されている通報者という方がたくさんおり、

その前提で民事的なものだけではなく、より負担の少ない形での救済措

置なり予防措置というのを考えていくべきである（拝師委員）。 

○ 公益通報の場合には、他の事件と異なり、裁判を経ずに迅速に救済す

るべき特別な事情がある。自分の利益を追求するために行ったことによ

って不利益を受けているわけではなく、社会、公共のために行った行為

に対して報復を受けたわけであり、そのような場合に行政機関が簡易に

救済手続をとるということは、当たり前のことである（光前委員）。 

【現在の救済手続で足りるとする意見】 

   ○ 行政処分を安易に導入すべきでない。訴訟をやる意味がない、それを

待っていられないといった指摘が多々ある。しかし、雇用関係であれば

仮処分による救済もある。労働関係の仮処分は相当柔軟に対応するとい

う実務があるため、そういった制度も考慮していただきたい。また、「権

利の上に眠るものは保護されない」というのは、古今東西言われてきた

ことであり、まず国法上認められている手段を使うべきである（升田委

員）。 

   ○ 裁判を起こすときには苦労、負担は皆同じである。勝ち負けを裁判官

がどういう裁判をするか、色々心配しながら審理を続けていくことは、

公益通報の問題であろうとほかの訴訟の案件であろうと、まず同じであ

り、公益通報について特段の事情があるとは到底思えない。ほかの裁判

が非常に簡単に行われているというような印象があれば、それは是非払

拭していただきたい（升田委員）。 

○ 公益通報に係る訴訟が特別だという指摘もあるが、日本では、第二次

世界大戦後、相当早い時期に、公共訴訟といって、訴訟自体は民事ある

いは行政の個別の訴訟ではあるものの、公共的な性格を持った訴訟を提
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起することによって社会をその方向に導いていこうという訴訟が提唱

され、これを実践する様々な訴訟が過去提起されている。民事の訴訟だ

からといって公益的な考え方あるいは公共的な考え方というものが全

くなかったわけではなく、そのような事件では訴訟を前提として様々な

議論が行われてきた（升田委員）。 

 

（３）行政措置を導入することによる懸念について 

ア 中小零細企業の負担について 

【負担があるとする意見】 

○ 不利益取扱いの内容を広く解釈すべきという意見の方が多いと考えて

いるが、これを前提とすると、行政措置を直ちにかぶせることには、問題

がある。今回対象になる事業者の中には、大企業もあるが、中小企業もあ

る。大企業においては、従来のシステムで相当経験を積んでおられると考

えているが、中小企業においては周知も十分に行われてない現状であり、

システム自体も現状整っていない。そうすると、行政的な措置を曖昧な前

提のままに課されるということは、中小企業にとっては過大な負担になる

おそれがある。中小企業といっても、大企業に近い中小企業から、個人事

業者、そうでない零細企業もあるが、大企業に近いものを除いた中小企業

については、現状で行政措置を一般的に導入することは、極めて問題が多

い。現在、不利益取扱いの外延を広げることが検討されているが、外延が

より広がると、より行政処分をするということの根拠がなくなるのではな

いか（升田委員）。 

【懸念に対する反論】 

○ 不利益取扱いの中身が不明確で、障害があるのではないかと指摘がある

が、個別ケースの中で行政が社会通念上嫌がらせになるような行為につい

ては具体的な指示を出していくということであるため、問題ないのではな

いか（拝師委員）。 

○ 不利益取扱いというのは、公益通報者保護法に規定している「不利益な

取扱いをしてはならない」という、その「不利益取扱い」を広く含むので

あって、不利益取扱いを「やめなければならない」というのが何を意味す

るかといえば、具体的事案において、例えば降格をしたのであれば降格を

してはならないと命ずるとか、そういう事案に応じた扱いになるのではな

いか（田中委員）。 

○ 中小企業であっても、公益通報者保護法が施行されて 10 年経過して、

なおそれについて対応ができない企業があるとすれば、そこは対応してい

ただかなければならず、その対応の不備を内部通報者に課すのは適切では
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ないのではないか（田中委員）。 

イ 行政措置による企業の信用毀損のおそれについて 

【信用毀損のおそれがあるとする意見】 

○ 不利益取扱いを行ったことによって、命令、勧告、公表といった何らか

の行政的なペナルティがなされるということになると、真実は不正がなか

ったとしても、世間からみれば、不正があると確定したように誤解され、

会社の信用が毀損されてしまうおそれがあるのではないか。行政措置の狙

いには賛同したいところもあるが、それの持つ副作用はかなり大きいもの

があるため、異論を述べたい（山口委員）。 

○ 現在は、公益通報者保護法の重要性について、制定時よりも相当国民、

企業において浸透していると考えられるが、そのような中で、例えば不利

益取扱いがあったということが認定されたということになれば、ブラック

企業というような風評、社会的評価を与えられる。これは極めて企業にと

っては大きな問題である。そのような大きな事実上の不利益を課すことが

できるだけの手続的担保がとれるかどうか、本当にそれがうまく運用でき

るのかどうかということに関しては、疑問である（山口委員）。 

  ○ 広く様々な情報が、例えば社内に届いて、それについて社内で自律的な

行動で自主的に是正をしていくということを法改正を通じて改善すべき

と考えているが、例えば、公益通報として保護されるべきものだが、結果

的には社内に不正事実は認められなかったという事態も実際には多い。

なるべく公益通報を広く保護していこうとして、間口を広く認めれば、調

べた結果、会社の中にそういう不正はなかったという事態も出てくるた

め、このような点も考慮しなければならない（山口委員）。 

【懸念に対する反論】 

○ 行政上の処分や勧告を公表することにより、企業に不利益がかかるのは

確かであって、そのような制度を作るに際しても慎重な手続が必要になる

が、証券取引等監視委員会も、ある程度強制的な調査権限が与えられてい

る中で、勧告をしているものの、それほど大きな問題が起きているとはい

えない。全体としてはこのような制度を作ることについて前向きに考えて

いくのがいいのではないか（田中委員）。 

ウ 行政の肥大化について 

○ 行政の肥大化という指摘もあるが、公益通報者保護法が機能しなかった

場合の行政コストと、機能した場合の行政コストを考えると、結果として

は機能した方が行政コストは安くなるだろう。すなわち、公益通報者保護

法が機能し、内部の事情を知っている人、不祥事について的確な情報、証

拠を把握している人から、適切に情報が提供されれば、行政機関として、
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どこにどのような証拠があるかが分かるため、無駄なく的確な措置がとれ

る可能性が高い。他方、適切に情報が提供されなければ、行政機関として

は、手探りの中で様々な調査、ヒアリングを行うことが必要となり、よう

やく核心にたどり着いたとしても、企業側が隠蔽工作を行うことにより、

調査が無駄になるようなこともあるだろう（拝師委員）。 

 

２ 具体的な手法について 

（１）命令について 

ア 行政命令に肯定的な意見 

○ 最終的には命令に違反した場合の刑事罰は入れていただきたい。不利

益取扱いの抑止という機能に着目した場合、迅速性については、それほ

ど要求されないため、命令にあたり、一定の重い手続を前提とすること

も可能ではないか（拝師委員）。 

イ 行政命令に否定的な意見 

  【性質上なじまない】 

○ 勧告、指導、助言という手法についてはいいが、命令については、労

働委員会を例として考えると、難しいのではないか。労働委員会は調整

的な機関であり、最終的には６割から７割近くは和解で終結をする。将

来の労使関係の安定のため、間に和解の期日を相当入れ、しかもそれは

労使の労働委員会外での紛争と密接に関連して動いている。確かにこ

の法律だけ見ると労働委員会が例えば証拠を提出させるというような

規定もあるが、労使の信頼関係というのを前提としているため、実際に

は発動しないで運用している。その意味で公益通報事案の解決には馴

染まない制度ではないのか（島田委員）。 

【手続保障が困難である】 

○ 行政命令であるため、最終的にはやっぱり司法で争うということに

なる。そうすると、そんなに簡単に確定ができるわけではないため、相

当必要性が高いものでないと、労働委員会のような組織を作るのは難

しいのではないか（島田委員）。 

○ 不利益取扱いに対し行政命令を行う場合には、対審構造でないと難

しいだろう。我々の分野では「動機の競合」と言っているが、例えば公

益通報が理由で解雇されたということに対しては、そうではなくて別

のこういう理由があって解雇したと争われることがほとんどであり、

それについては告知、聴聞というレベルでは認定できないのではない

か。労働委員会には長い歴史があって、作られているが、このようなも

のを作ることができるのか、ということについては、かなり慎重に判断
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する必要があるのではないか（島田委員）。 

  【事業者の負担について】 

○ 原状回復するとは、一体どういうことをどうすれば原状回復になる

のか、そこが分からないと、処分に従ったかどうかという判断も非常に

分かりづらい。そうすると「何もやっていないのではないか」と行政機

関から指摘をされたときに、「いや、嫌がらせはもう終わっています」

「いや、まだやっているだろう」などという無駄な議論が生じてしま

う。処分を争わないといけないということになると、証明が非常に困難

になってしまうのではないか（升田委員）。 

ウ その他の意見 

○ 韓国では行政機関が解雇等の不利益措置に対して救済命令のような

ものを行い、それによって通報した人の地位を保障するという制度があ

る。それができた当初は、行政処分の一種であるために、行政手続上の

不服申立てをされると効力が確定しないということで、救済がその間実

現しなかった。この点が不都合であるということで、最近改正がなされ、

仮の効力のようなものを与えるという形になったと思うので、行政の処

分として救済命令等をかけるのであれば、このような保全的な措置につ

いても検討していただきたい（拝師委員）。 

○ 韓国の法律を参照することについては、韓国にあるからここでどうの

こうのという根拠は、そもそもないのではないか（升田委員）。 

○ 労働委員会の審理、記録の作成などは、私の受けた印象では裁判所よ

りもむしろ丁寧であるという印象を受ける。それを前提とすると、先ほ

どそれを前提として事実認定とか、事務量の負担が非常に大変なもので

ある。他方、行政手続法のほうはさほどのものではなくて、その開きが

相当ある（升田委員）。 

○ 労働委員会の事件は全国的に非常に少ない。東京都の労働委員会事件

というのは年間 100 件あるが、個別労働紛争的なものが多い。更に、地

方に行けば年間１件か２件かしか事件がないなんてところもある。その

ために、非常に丁寧になっているというところがあり、事件数に応じて

やり方は当然変わってくる（光前委員）。 

 

（２）勧告・公表について 

【公表に肯定的な意見】 

  ○ 公表に伴い、風評被害のおそれがあるのではないかという指摘がある

が、行政でそれなりの事実認定をして、正しい方法で公表することも可能

である。行政としては､あくまで今回の行政措置というのは、不正行為を
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行ったということではなく、公益通報者に対して不利益処分を課したと

いうことが問題だと発信すれば良いのであれ、メッセージの発信の仕方

で、風評をきちんと予防しようと思えば予防することはできる（拝師委

員）。 

○ 公表する事実について、まず行政として正しく伝える。公表の前提と

して、所定の手続を経て､どういう形であれ当該企業のほうの言い分も聞

いた上で、最終的に処分がされていく。そのため、Ｏ-157 のようなケー

スとは事情が異なる（拝師委員）。 

  ○ 提案させていただいた現在の地方労働局がやっているような形での相

談、是正勧告、指導の場合には、最終的な公表権限まで認めなければ機能

はしないのではないか。公表については、某企業に対して内部通報制度が

きちっと整備されていないので、整備するように是正指導をしたとか、あ

るいは、不利益取扱いがあったので、それに対して注意指導をしたといっ

た程度の公表であるため、それが企業の存立を脅かすような内容のもの

ではない。逆に、公表制度を設けることによって、あまり公益通報に対し

て意識を持っていない中小企業に対しても、この制度の存在意義という

ものを知らしめる意味がある（光前委員）。 

  ○ 男女雇用機会均等法でも勧告を出して、それに従わなかったものを公

表するという権限を持っている。是正勧告と同時に公表については、厳し

いと考えられる。他方、調べて勧告をし、それに従わないという企業を公

表するというのは、労働関係の法律では随分採られている手法であり、そ

のことによって大きな問題が起きたということは、経験的にはない一方、

抑止的効果は高い（島田委員）。 

○ もし今の法律では十分ではなく、不利益取扱いを抑止する新たな手段が

必要であるということになった場合には、行政が調査して勧告し、勧告の

実効性を担保するために公表という手段を規定する、ということはあって

いいのではないか。障害者雇用促進法では、「特に必要があると認めると

きは、･･･勧告をすることができる。」更に「正当な理由がなく、･･･勧告

に従わないときは、その旨を公表することができる。」というように、か

なり限定が法律でかけられており、このような限定を付して規定するとす

れば、それほど弊害は考えられないのではないか（佐伯委員）。 

【公表に否定的な意見】 

○ 公表ということになると、やはりここにも少し出てきますけれども、一

般的な企業の側から見ると非常に大きなペナルティである。これはどうい

う立て付けになるのか。例えば助言をした、勧告をしたというときにもう

既に公表されるのか、それとも何かそういうことが、ステップの中でそう
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いう公表措置に至るのかと。ここは企業側にしてみたらものすごく大きな

問題で、行政が適正化のために動くということが公表されるとなると、企

業側からすれば非常に大きなペナルティを科せられたことになってしま

う（山口委員）。 

  ○ 事実を公表されることによって、深刻な風評損害が発生するおそれが

あって、現にそのような事例はたくさんあるため、風評損害が容易に発生

するという環境を踏まえて、議論していただきたい。公表した場合、マス

コミに取り上げられるのは、普通の事態であり、場合によっては非常に大

きく取り上げられて、信用毀損などの問題を生じさせるというのは、これ

はもう過去の事例で明らかである。例えば、大阪の堺市の小学校等でＯ-

157 の事件が発生し、地元で調査委員会なり、当時の厚生省だったと思う

が、調査委員会を組織し、結局特定のカイワレ農場の生産したカイワレが

原因だという中間報告をされ、大きく報道をされた。これに対する国家賠

償請求事件が東京と大阪で起こったが、大した損害賠償金額ではなかっ

た。公表というのは行政の実務で比較的利用されている部分もないわけ

ではないが、それは相当慎重な調査と判断のもとに行っていただきたい

と考えている。ある程度の規模の企業であればそれで耐え得るだけの体

力とか信用はあるが、日本の企業の大半は、ほとんどは中小企業であり、

そういった会社がマスコミ、あるいは行政機関の公表、あるいは公表に伴

う風評損害に耐えられるかというと、そうではない。仮に誤りであったと

いうことが分かって収束しても、そのときに企業は事業ができない（升田

委員）。 

○ どういう内容で公表するかというのが決まっておらず、内容も検討する

必要はある。どういうところを違反したかということを記載しないという

ことはないとすると、そこはやはり問題として残る。もう一つは、やはり

こういう時代、インターネットを想定して考えなければならず、ある事実

を公表したときに、それを集めてインターネット上で色々公表される人た

ちがいる。昨今はインターネットで直ちに拡散するという社会状況になっ

ているため、そのようなことも前提に考えていただきたい（升田委員）。 

 

 

（３）都道府県労働局類似の制度を設けることについて（相談対応、局長による

助言・指導、あっせん・調停等） 

【導入に肯定的な意見】 

○ 不利益取扱いを受けた通報者に対しては、何らかの行政的な救済機関が

必要である。現在近い制度として考えているのは、雇用機会均等法、パー
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トタイム労働法、育介法に関する相談あるいは不利益取扱いを受けたこと

に対する救済機関として活用されている都道府県労働局の雇用均等室等

である。ここでは、例えば育介休暇を求めたところ不利益処分を受けたよ

うな場合において、不利益処分を受けた方が相談をしたり、指導、是正勧

告、調停をしてもらうといったことが行われている。このような行政的な

救済機関を設けるのが良いのではないか。都道府県労働局で実施してもい

いし、同じような相談室を消費者庁に設けてもいい（光前委員）。 

  ○ 現実に、雇用機会均等法と、それからパート労働法と、それから育介法

については、その法律に基づいて権利行使したことによって不利益処分

を受けた者に対しては、特別な行政の救済制度を設けて実際に運用して

いる。去年１年間の相談件数は、何万件という単位で発生している。公益

通報者保護法は、労働法の一分野のようになっているが、現在の行政機関

の救済制度に一つ入れ込むだけのことである。公益通報をしたことによ

って不利益を受けた場合の社会的な問題性ということについては、例え

ば育児休暇をとって、それを理由に不利益処分を受けた場合よりもっと

大きな意味がある。均等法等について、行政救済制度を設けているのであ

れば、同じように公益通報者保護法に基づく公益通報したことによって

不利益を受けた者に対しても同じような簡易な救済制度を設けるべきで

ある（光前委員）。 

  ○ 不利益の内容について非常に曖昧になると言われているが、それはさ

っきの三つの法律で不利益がないか判断する場合と全く同じなわけで、

そこは行政機関が適宜やっていると。だからそれは今後、それがもしまだ

行われてないということであればそのシステムをもっともっと強化して

いく必要があるが、少なくとも公益通報者保護法に関して雇用機会均等

法と同じような形で行政救済制度を設けるということについては何も心

配する必要がない（光前委員）。 

  ○ 労働局の斡旋では、出頭が強制ではないので出頭を拒む事業者も多い

が、少なくとも出頭した事件については、統計上 60％以上の和解が成立

している。そういう意味で、斡旋の調整機能というのは非常に高い。ここ

に力を入れれば、公益通報を理由とする不利益取扱いについて迅速救済

の解決がある程度図れるのではないか（光前委員）。 

  ○ 東京都の労働局では、社労士さんなどの専門家がついており、そこで専

門的なアドバイスをすることによって、労働法に余り知識のない事業者、

理解がない事業者も説得するというような機能がかなりある（光前委員）。 

○ 公益通報事件でそういう不利益事件が発生した場合、一番の問題となる

のは、事業者と通報者との話し合いの場がなくなってしまっていることで
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ある。専門の斡旋機関があるということであれば、通報者にとっても非常

に魅力があり、また、そういう制度があるということが事業者による不利

益行為の抑止効果にもなる。これを、やっていただくのは消費者庁しかな

いが、消費者庁が専門的な機関を設けていただいて、少し強力な権限を持

った認定、それに基づいた形での指導、助言、勧告、最終的には是正みた

いな形の権限を持つようなシステムを作っていただきたい（光前委員）。 

【導入に慎重な意見】 

○ 男女雇用機会均等法、育児介護休業法の場合は、本人が、例えば産休を

取ったがために降格されたとか、そういう事案なのでいいが、公益通報の

場合は公益通報であったかどうかということについて、相当広範に審査を

していかなければならないので、果たしてうまく機能するか疑問がある

（島田委員）。 

○ 厚生労働省の場合は都道府県に労働局、出先機関を持っている。そこが

様々な監督行政を含めて行っており、有識者の力も借りて、という形をと

っているから各都道府県でできるわけであり、新たに各都道府県に同じよ

うなものを置くとした場合、相当なコストがかかる。他方、仮に今の厚生

労働省の労働局をそのまま活用するとなると、通報者の範囲の問題と関わ

ってきて、仮に通報者の範囲を労働者以外の者に広げようとした場合に、

労働者以外の者についてはどうするのかという問題が浮上してくるので

はないか（島田委員）。 

○ 公益通報の場合は、それが公益通報だったかどうかという判断と、公益

通報を理由とした不利益取扱いかどうかという判断をしなければならな

い。「公益通報を理由とした」ことを判断することは、相当大変なことで

あり、新たに今ある労働委員会なり労働局と別に作るというのは、かなり

厳しいのではないか（島田委員）。 

○ 労働局の斡旋で 60％が和解が成立しているというのは、そのとおりで

あるが、事実認定をしているわけではなく、かなり低い水準、金額で和解

しているというのが実態である。大きな機能を果たしていると思うが、そ

こから発展して是正命令とか、そういうものに耐える制度ではない（島田

委員）。 

○ 労働局の個別労働関係紛争解決促進法に基づく斡旋・調停といった仕組

みは、効果が非常に限定されている。１回呼んで話を聞いて、一定の解決

ができるというのは事実であるため、その程度ということであれば余地は

あるかとは思うが、そこの管轄にするために手続的にどうするのかという

問題も出てくるであろう（島田委員）。 

【その他の意見】 



57 

 

  ○ 行政措置を行う場合の行政機関側の立て付けについて、都道府県労働

局の雇用均衡室のようなものをイメージしてはどうかという意見があっ

たが、消費者庁なら消費者庁なりのきちんとしたところに権限を持った

受付、調査機関を作るべきだろう（拝師委員）。 

 

（４）証券取引委員会類似の制度を設けることについて（他の省庁に対する勧告） 

○ 金融商品取引法には、証券取引等監視委員会が、処分権限を有している

金融庁に処分を勧告するという制度が存在しており、消費者庁において、

公益通報を理由とした不利益処分があった可能性が高いということを認

定して、それに基づいて、当該事業者に対して監督権限を有する省庁があ

れば、そこに処分を勧告するということも考えられる（田中委員）。 

○ 公益通報者保護法の場合、内部通報者に対して不利益を課した事業者が

どこかの監督庁の監督に服している場合とそうでない場合がある。監督庁

の監督に服しているのであれば、所轄監督官庁による行政処分の制度を利

用することができる。他方で、どこの官庁の監督にも服していない事業者

に対しては、一定の手続保障をした上で処分をする仕組みを新たに考えて

いく必要がある。金融商品取引法では、処分権限を有する監督官庁を持た

ない事業者については、金融庁が裁判所に差止めを訴えていくという仕組

みがある（金融商品取引法 192 条）（田中委員）。 

 

３ 手続保障に関する意見 

○ 制裁を加えるときには手続保障は非常に重要であり、問題は行政手続法 

でいくか、それ以上に厚い手当てを設けるべきか、というところに尽きるが、

やはりある程度厚い手当てのほうが望ましい。それは結局この命令なり何な

りの措置に対して違反したときの制裁にも関わってくる（升田委員）。 

○ 行政手続法で不利益処分を課すときに、どの程度手続がされているかは

各省庁の実際を見ないといけないが、まちまちであるという具合に言わざ

るを得ない。事業者側の意見をどの程度聞き、かつ、証拠をどの程度提供で

きるのか、あるいは関係者の証言まで求めることができるかというと、そ

れはそんな手続にはなっていないと。認定したらバサっとやるというと言

葉は悪いですが、そういうところがある（升田委員）。 

○ 刑罰については、反対ではあるが、刑罰を加えるということになると、今

度は命令の当否は適切に判断してもらわないと困る（升田委員） 

○ 仮に行政措置を入れるとしたらという前提の話であるが、内容的には、相

手方の言い分を相当十分聞いて審理を進める必要があるため、基本的には対

審構造的な手続にするのが相当である（升田委員）。 
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○ 運用の問題かもしれないが、判断については慎重にしないと、企業側が非

常に大きな不利益を被ってしまう可能性がある。然るべき調査もされず、若

しくは不確かな事実で企業側が不利益を被ったという事例も実際には多く

あるため、慎重な判断をお願いしたい（山口委員）。 

○ 行政処分は必要であり、できれば公表、是正までのシステムを設けていた

だきたい。その場合に一番問題となるのは、やはり手続保障の関係で、特に

不利益行為があったかどうかの事実認定をどこがどういうシステムを用い

て行うかである。現在の労働局の斡旋手続ですとか、ああいう特別のセクシ

ョンを設けて、公益通報違反を理由とする不利益問題についての相談、斡旋

等々の機関を設けて、そこでできる限り早い迅速な認定をしていただいて救

済手続をとる。場合によっては、その是正命令までする。不利益行為を認定

された企業は、行政庁に対して訴えを起こすという形で、不利益救済につい

てできる限り通報者に負担をかけないシステムを用意していただきたい。た

だ、その場合一番問題なのは、事実認定の適正がどこまで担保されるかとい

うことになると思われるため、そこは少し知恵を絞らなくてはならないが、

そのようなシステムを作ることによって不利益行為に対する予防的な機能

を持たせるということは必要である（光前委員）。 

○ 労働局の斡旋については、一回しか期日を開いておらず、事実認定はして

いない。事実認定をしようと思うと、それなりの対審的な保障をしていかな

いとできないし、そういう仕組みをあえてこの問題について作るのかどうか。

是正勧告、企業名の公表を行い、それに罰則を付けるかどうかはまた議論は

あると思うが、そのような形で行った方が現実性があるのではないか（島田

委員）。 

○ 予防的な形での勧告、指導、助言、それから命令については、とりあえず

一定の不利益措置を行うような蓋然性がある場合に勧告、指導、助言を行い、

しばらく様子を見る。その上で、企業側が、自らの措置は正しく、それなり

の正当な理由があって不利益措置を行っているということであれば、それを

行政に説明して、命令までには至らないということもあるであろうし、他方、

正当な理由がない不利益措置ということであれば、命令に至る。そして、そ

の命令に従わなければ刑事罰が課される。このように、制裁までの間には、

ステップがあり、その間に反論等ができるため、実質的な手続保障が図るこ

とができるのではないか（拝師委員）。 

 

４ その他 

（１）不利益取扱い以外を対象とする行政措置について 

○ 検討会では、匿名性が確保できなければ通報制度の実効性を確保できな
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いとの意見があった。通報者の匿名性が確保されなかったような場合のペ

ナルティとしての行政措置、刑事罰についても、議論が必要ではないか（山

口委員）。 

 

（２）行政機関がどこまで判断をするのか 

○ 事業者が不利益な取扱いをしたことを認定するにあたっては、どこまで

の事実を例えば行政が判断するのか。通報の内容である不正事実、公益事

実、公益通報の事実まで含めて認定をして、その上で不利益な処分があっ

たというのか。それともそこは判断しないのか。これは違反があったとさ

れる側の企業にとっては非常に大きな問題である。（山口委員）。 

 

 

第２ 通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰 

 １ 刑事罰の必要性や懸念等について 

（１）刑事罰を導入する必要性について 

○ 公益通報者保護法の要は、不利益措置に対して厳しい態度で臨んで、

安心して通報できるような環境を整えるということであるため、刑事罰

については導入していただきたい（拝師委員）。 

  ○ 公表については企業にとって非常にダメージが大きいので慎重にとい

う指摘があるが市場環境によっては公表しても余りダメージを受けない

ような企業も現にある。公表で終わりにするのではなくて最後は罰則の

担保というのがないと、本当の予防にならない（拝師委員）。 

  ○ 刑事罰については、私は強い意見はないが、一般法理以上のサンクショ

ンを科す必要性という観点からすると、刑事罰の可能性も頭から排除し

ない方がいい（田中委員）。 

 

（２）刑事罰を導入することに対する懸念 

○ 現在、会社の窓口担当者は、公益通報にあたれば、様々な不利益、負担

があるとして、公益通報にあたらないためにはどうすべきかを考え、例

えば公益通報と相談に分ける、公益通報と苦情に分けるなどといった分

類を実際に行っている。また、既に会社の中で自浄作用を発揮したにも

関わらず、その後に出てきた通報に対してどのように対応するのか、こ

れがそもそも公益通報に当たるかどうかなど、様々な難しい問題がある。

このようなところに、刑事罰を持ち込むということについては、かなり

違和感を感じる。刑事罰であるということ自体が企業側にとっては脅威

になると私自身は考えており、刑事罰を導入することに関して賛成をし
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かねる部分がある（山口委員）。 

 

２ 保護法益 

（１）公益通報システムの確立と捉える考え方について 

○ 公益通報者保護法により、公益通報システムというものの価値を法的

に認めて推進していこうということで 10 年やってきて、それがなかなか

うまくいっていないため、社会的な制度として確立させようというのが

今回の法改正の大きな目標だと考えている。そういう意味では、保護法

益としてはトータルな公益通報システムそのものを確立し守るというこ

とが考えられないか（拝師委員）。 

○ 不利益取扱いに刑事罰を科すのであれば、例えば、公益通報制度の適

正化自体も保護法益に含まれると考えられるのではないか（山口委員）。 

○ 公益通報制度という制度を保護するということとすれば、通報内容に

関して処分や勧告する行政機関の行政作用とか、あるいは公益として通

報の内容になっている法令違反を防止するとか、そういうことになるの

ではないか。このような考え方により、特に生命、身体に対する危険性の

高いものに限定するなど、何らかの限定を付して直罰を科すということ

が、およそ説明が付かないことではない（佐伯委員）。 

 

（２）表現の自由と捉える考え方について 

○ 通報した人個人の保護法益であるが、通報する人は通報に係る事実を

伝え、それを是正するという表現行為をしているといえる。表現の方法

として、公益通報という方法を選択しており、公益通報は、広い意味では

表現の自由の一形態と考えられる。そうすると、それを企業側が不利益

措置を加えて妨害するということは、表現の自由の妨害になるのではな

いか。現行法の刑法のルールでいくと、強要罪の一形態に当たるような

可能性があるのではないか。表現の自由については、純粋に個人的な人

権というよりは、社会性を持った人権であり、公益のための通報につい

ては、その人の自己実現に資するとともに、社会的にも一定のメリット

がある。保護法益として表現の自由というのも入れられないか検討いた

だきたい（拝師委員）。 

  ○ 表現の自由は重要なものではあるが、表現の自由の侵害それ自体を処

罰するというのは考えにくく、表現の自由の侵害自体が刑罰の対象とな

るということは、従来の考えでいえばないのではないか（佐伯委員）。 
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３ 構成要件 

（１）行政機関の命令違反に対し罰則を課す方法について（間接罰方式） 

  ○ 刑事罰については、最終的に行政措置をかけて、命令まで行って、それ

に従わない場合の刑事罰を科すことも考えられる。刑法の謙抑性といっ

た指摘もあるが、明らかに悪質なケースで、これは社会的にも許容しがた

いというケースに対して、行政なり国家権力として何も対処できないと

いうことではやはり困るため、最後の伝家の宝刀的に置いておく、という

のは一つあるのではないか（拝師委員）。 

  ○ 行政命令の制度を仮に導入するのであれば、命令違反に対して刑罰が

科されているのが普通で、逆に科さないほうの理由が必要になるだろう

（佐伯委員）。 

  ○ 技術的な話であるが、行政命令の名宛人が法人である場合、それが通例

だと考えられるが、その場合には、命令違反に対する刑罰を自然人に科す

ためには特別の規定が必要だとされており、両罰規定は法人を処罰する

規定であると同時に、法人が名宛人の場合の自然人を処罰する特別の規

定でもあるというのが判例通説である（佐伯委員）。 

 

（２）直罰方式について 

ア 可罰性について 

○ 刑事罰の導入には反対である。これを刑事罰とすべき可罰性につい

ては、社会的に認められない。このワーキング・グループないし検討会

で仮に可罰性があるという意見が出ても、それが果たして社会的な相

当性を持つかどうかについては、疑問を感じる（升田委員）。 

    ○ 直罰規定を設けることに賛成かというと、結論として反対というか、

消極である。不利益取扱いを禁止、処罰することで将来同種の犯罪行為

を行われることを防止するというのは、かなり間接的な防止の仕方で

ある。犯罪行為を通報したことによって不利益取扱いが行われ、そうい

う不利益取扱いを放置しておくと将来そういう通報が行われなくなっ

て、犯罪行為を防止できなくなるというのは、確かに防ぐべき事態では

あるが、かなり間接的であり、そこに直ちに刑罰を科すということにつ

いては、やはり慎重であるべきである（佐伯委員）。 

イ 明確性、対象範囲の限定について 

    ○ 命令違反の場合ですと、命令自体の妥当性の問題はあっても、明確性

の問題はないが、不利益取扱い禁止の場合には、そもそも不利益取扱い

かどうかということが争われることが多いように思われるため、そのよ

うな事例について直罰を科すのが妥当かということについては慎重な
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検討が必要ではないか（佐伯委員）。  

○ 不利益処分を禁止するに当たっては、どこまで遡って事実を認定す

るのか、公益通報の中身はどうなのか、例えば、公益通報の中身が全く

の嘘だったら、その刑事罰はどういう条件のもとで有罪なのか、無罪な

のか、よく分からない部分もあり、刑事罰を科すということになると、

非常に理屈の上でも詰めておかなければいけない問題があるのではな

いか（山口委員）。 

    ○ 不利益な取扱いということで処罰するのは、例えば実名を公表する

というのも不利益になるかとか、そういったものも含めて考えると、不

明確であるため、本当に罪刑法定主義に従って許されるのかとも考え

ていたが、現に通報したことによる不利益取扱いを刑事罰の目的にし

ている法律があるため、不利益な取扱いをしてはならないというよう

な作り方ができないとは言いにくくなったと考えている（田中委員）。 

    ○ 現実には単なる苦情と公益内部通報を区別することも難しいような

場合もあると考えられ、その中でどのように処罰範囲を画していくか

は問題である。例えば、行政に対する申告に限るという形で処罰範囲を

限定すれば、例えば、上司に申告したらその上司から不利益な取扱いを

受けた場合に法人も処罰するのかといった問題を避けることができる

のではないか（田中委員）。 

    ○ 人の生命・身体に対する切迫した重大な危険に関するものである、あ

るいは真実相当性を有する場合である、不利益取扱いも限定列挙のも

のに限るなど、様々な絞り方が考えられる。実際に使われる場合はあま

り想定できないかもしれないが、あまりに悪質な場合には刑事罰もあ

るという規定は置いてもいいのではないか（拝師委員）。 

ウ 他の法令との関係 

   ○ 原子炉等規制法は、原子力発電所その他関連する施設における事故が

前提となっており、公益通報とは目的も社会的な重大性も全く異なる制

度であり、これが認められるからといって公益通報に認められるという

論理は、論理の飛躍がある（升田委員）。 

○ 現に直罰規定が設けられている法律はあるものの、それは専ら労働法

制の分野に限られている。他には、原子炉等規制法があるが、調べたと

ころ、労働法制以外ではこれだけと考えられる。この原子炉等規制法は、

明らかに原子炉事故の被害の甚大さを考慮して、公共の安全を図るため

に設けられた規定であり、原子炉等規制法の保護法益として労働者の地

位、労働条件は考えられていない。原子炉等規制法の規定は非常に特殊

な例であり、より一般的に公益通報者保護法に刑罰を設けるということ
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の参考にはならない（佐伯委員）。 

○ 他の法律にも行政機関等に申告したことを理由に不利益取扱いをす

ることを禁止している規定は幾つもあるが、もし公益通報者保護法に刑

罰規定を設けるとなると、その波及効果は非常に大きいものがある。他

にどういう規定があって、ここに規定するとどういう影響を与えるのか

ということについても検討が必要であろう（佐伯委員）。 

   ○ 労働関係法規で見ても、確かに労働基準法は、ほとんどが罰則付きで

はあるが、派遣法、男女雇用機会均等法、障害者雇用促進法等において

は、刑罰については相当抑制的である。また、集団的労働関係の不当労

働行為について、昭和 20 年にできた労組法時代は刑罰をもって禁止を

するという仕組みを採っていたが、現行の昭和 24 年、1949 年の法律か

らは、罰則をやめて、基本的には原状回復主義を採用している。全体と

して、刑罰を労使関係に持ち込むことについては、ある程度限定をし、

一番基礎的な部分について残しているとの認識である。これとの関係で、

例えば不利益取扱いが解雇や配置転換であった場合に、労働関係法規で

は特に刑罰が科されていないにも関わらず、場合によって刑罰が科され

るということになるのは、かなり混乱をもたらすのではないか（島田委

員）。 

   ○ 労働者派遣事業法違反の申告に対する不利益取扱いが刑事罰をもって

禁止されているが、同法の申告は、他の刑事罰の申告よりも特筆して公益

的な必要性が高い申告とも言えないため、不利益取扱いを刑事罰で禁止

するのはタブーだということには、言いにくいのではないか（田中委員）。 

エ 刑法の謙抑性 

○ 現在の公益通報制度が不利益取扱いの防止において十分でないという

ことが仮に前提としてあるとしても、刑法の謙抑性、すなわち、刑罰は最

後の手段であって、改善策としてまずは他の手段を試してみるべきといえ

る。手段として、行政が勧告をし、公表することは、あり得る制度だと考

えているため、法改正としては、まずそれを試し、それでも不十分であり、

なお不利益取扱いが横行して更に強力な制裁手段が必要であるというこ

とであれば、更に刑罰を検討することが適当ではないか（佐伯委員）。 

 

 

第３ 通報に係る情報の保護 

 １ 総論 

（１）守秘義務の趣旨、機能に関する意見 

○ 従来の守秘義務については、刑罰的な規定を含めて、情報の秘密の保
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護の必要性があるということで設けられている例があるが、それ以外に、

秘密を取り扱う業の信頼を確保するために設けられている例もある。今

回の守秘義務の議論をどこにおくかで内容の決め方が異なるのではない

か。専門的に業として行っている者に対する義務ということであれば、

レベル感が高くなってくる（升田委員）。 

○ 守秘義務の性質が従来から潜在的には問題になっている。守秘義務と

いっても、相談や依頼などがあった人との関係での私的な守秘義務の問

題と、公的な公法上の守秘義務の問題とは、異なるのではないか。取材源

秘匿については、基本は私的な義務であって、それが職業倫理となって

公的な側面もあるという問題である。弁護士などの義務を見ると、「業務

上」という概念でくくっているのもあるが、これは特定の依頼者に対す

る義務ということではなく、職業の倫理を公的な義務に高めたものとし

て考えている。そのほかの様々な専門職についても似たような規定があ

る。私的な義務と公的な義務という分け方も一応可能であるとすれば、

おのずと法的な効果はもちろん異なるわけであり、それはある程度想定

して考えないといけない。公益通報の場合、一体どちらかというと、通報

者のものをまず大事にすべきだという考え方で議論が続いているのでは

ないかと思うが、それとは別に公的な義務がある人たちには公的な義務

があるから私的な義務も含まれるというふうに言えば、それなりに相当

カバーできるのではないか（升田委員）。 

 

（２）通報先ごとに分析的に守秘義務を検討する意見 

○ １号通報と３号通報の守秘義務については、分けて考えることも考え

るべきである（光前委員、拝師委員）。 

 

 ２ ３号通報先の守秘義務について 

（１）３号通報先に守秘義務を課す必要性について 

  【必要性がないとする意見】 

○ ３号通報先については守秘義務を課すべきではない。１号、２号通報

の場合は、通報先は通報者からは選べない。すなわち、自分の働いてい

る事業者あるいは所管の官庁は選ぶことはできないが、３号通報の場

合には、通報先を選べる。そのため、３号通報の場合には、通報する側

において、情報が守られる体制が整備されていると考えたところに通

報すれば良く、そうではないところは避けることができる（拝師委員）。 

○ 通報する側の立場からすると、マスコミに守秘義務が明文で明記さ

れていないがために、通報するのを嫌がるというケースは聞いたこと
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がないが、それは、今までの社会的な経験をもとに、通報者の方がマス

コミが信頼できると考えているからである。マスコミに限らないが、そ

のような信頼があるところについては、わざわざ法律で守秘義務とい

うことを明記しなくとも、通報者の人は選んで通報している。外部につ

いては、そもそも守秘義務がないことを理由に、通報者が安心して通報

できないという状況にはない（拝師委員）。 

○ 報道機関が情報源の秘匿に関して民事訴訟を受けた例はない。つま

り、報道機関の取材源の秘匿という職業倫理がある中で、何も被害が出

ていない（井手委員）。 

○ 情報漏えいで実際に主に問題となるのは、事業者内でのことと考え

られるため、まずはその点について、法律で規定することが望ましいの

ではないか（佐伯委員）。 

  【必要性があるとする意見】   

○ 匿名性を暴露されたとき、非常に被害が大きいというような指摘が

検討会においてあったため、それに対応するために守秘義務を検討し

ている。そして、匿名性が守られないことによる被害は、事業者が漏え

いしようと第三者が漏えいしようと同じである。そのため、保護の必要

性は、１号通報の場合と３号通報の場合で同じである。公益通報者保護

制度の信頼性を確保するためには、最低限の守秘義務を設けるべきで

あるというのが、もともとの親委員会の検討会の必要を踏まえた当然

の結論ではないか（升田委員） 

○ 確かに第三者通報の場合にどのような内容の守秘義務を課すかにつ

いては、十分検討すべきであると考えられるが、一切ないということに

なると、それ自体問題である。そうすると、３号通報先で、比較的通報

があるところは、自らが守秘義務を負わないということを説明してい

ただかなければならない。通報先が情報を漏洩しても全く責任を負わ

ないなどという事態は、想定するだけでもおぞましいことである（升田

委員）。 

  【慎重な意見】   

○ ３号通報を受けた者について、守秘義務に関する新たな規定を設け

ることにより、不必要な責任追及を受けることが増えると、そのような

可能性を甘受してでも３号通報の対象者について守秘義務を作る必要

があるかが問題となる。第三者に対する通報について情報が漏れるの

は、通報を受けた先が情報を漏らしたからではなく、別の何らかの理由

によって労務提供先がこのような情報を漏らす者はあの人しか考えら

れないというような形で、通報先を知ってしまうということが多いと
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思われるが、そのようなケースについては、３号通報先に守秘義務を課

しても実際にはあまり効果が得られないのではないか。そのようなお

それに対しては、むしろ労務提供先の不利益取扱いを厳しく規制する

形で対処するべきである。そのため、３号通報の通報先に対して守秘義

務を課すべきかどうかは、規制の必要性と、不必要な責任追及が増える

ことのリスクを比較考量しなければならない（田中委員）。 

 

（２）一般法理で保護されている内容を法で明確化する必要性があるとの意見 

ア 一般法理において３号通報先からの情報漏えいが保護されうるか 

○ 公益通報において秘匿されるべき情報の範囲については、個人情報の

問題とプライバシーの問題に関連する。個人情報の場合には、個人情報

保護法上、様々な制約を受けており、一定の要件の下で事業者として義

務を負う。他方、プライバシーの場合は、現在プライバシーとして保護

される範囲は広くなっており、個人の特定に結びつくようなこと、公益

通報をしたということが知られたくないということで、プライバシーの

対象とすることは、可能であるし、プライバシー権を侵害した場合には、

法的な制裁があり得る（升田委員）。 

○ 通報者と第三者は、通報者が秘密を守って欲しい、調査をして、それ

なりの対応をして欲しいと依頼をし、通報先がそれを了承するという、

委任契約、準委任契約の関係にある。そのため、通常の場合は守秘義務

を負うことが多いが、それは委任契約に基づく義務であって、事業者が

その責務として、窓口を置いている場合に、その職責を負っている通報

受付担当者が負う義務とは本来的に性格が異なる。例えば何の通報の受

付体制もない消費者団体等に、いきなり手紙とかメールで通報が来たと

きに、信義則上秘密を簡単にばらしてはならないということはあり得る

のかもしれないが、委任契約上の守秘義務を負うかというと、おそらく

負わないであろう（拝師委員）。 

   ○ 不法行為責任にしても、例えば消費者団体にメールが来ただけでは、

基本的には義務は生じない。故意に公表した場合には、法的責任が問わ

れる可能性も十分あるが、過失の場合、例えば、管理体制が適切ではな

く、たまたまメールが何らかの形でほかの情報と一緒にホームページ

上に載ってしまったというようなケースの場合では、不法行為が成立

するかは微妙である。注意義務の程度も、やっぱりケース・バイ・ケー

スであり、それを十把一からげに法律で、公益通報者保護法に載せるこ

とは問題である（拝師委員）。 

   ○ 例えばメールで突然通報されたケースであれば、それだけで義務は
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負わないが、公表したら損害賠償責任を負うということについては、プ

ライバシー侵害として、損害賠償責任を負うものである。ここで議論し

ている守秘義務については、そのような一般的な義務ではなく、特別に

通報を受けた者に特別の義務を課そうという議論ではないか（佐伯委

員）。 

   ○ プライバシーに係る情報を強制的又はそれに類似した態様で取得し

たから、守秘義務がかかるというものではない。偶然プライバシーに関

わる情報を取得しても、それを漏えいしてはいけないというのは、民事

上の基本的なルールである。損害の発生の蓋然性を予見できるという

状況にある場合には、それを回避すべきという一般的な注意義務があ

るとして、法的義務を負う。様々な裁判例があるが、住所と氏名だけが

公表されても慰謝料10万円という事件もある。そうすると、決して抑止

力がないとはいえない（升田委員）。 

   ○ 準委任とか委任の契約がなければ義務が発生しないなどということ

はない。判例などを見ても、信義則ないし条理で当然注意義務というも

のを認めている。そのため、契約が云々という議論だけで、この問題は

処理し切れない。Ｅメールで送信されて、直ちに何らかの義務を負うか

どうかについては、その後、何か処理をすれば信義則上あるいは条理上

問題、注意義務を負う可能性はもちろんあるが、何もしないときに義務

が生じることは、通常はない。ただし、その場合であっても、うちにこ

んな情報が来ましたということを公表するなどということは、非常に

ゆゆしいことであり、許容されるとは到底言えない（升田委員）。 

   ○ プライバシーの開示が違法となる要件として、必ずしも刑法の名誉

毀損のように公然性が要求されているわけではない。ごく少数の人に

開示しても、実際上不法行為を認めたものもある。また、名誉毀損につ

いても、公然性ではなくて伝播の可能性みたいことを言っているもの

があり、特定の人に話をしただけで名誉毀損を認めたというのもある。

もう一つは、プライバシーとして保護される範囲がだんだん個人情報

保護と重なり合ってきており、江沢民早稲田大学講演事件（最二小判平

成15年９月12日）においては、ごく少ない情報を警察当局に大学の担当

の方が開示されたということで、損害賠償責任が認められている（升田

委員）。 

イ 一般法理で保護されている内容を法で明確化すべきか 

  【明確化する必要があるとの意見】 

○ 一般法理に保護されていることについて、法律上規定するかどうか

ということは、守秘義務の問題に限らず、全体的に問題になっている
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が、私は、一般法理で保護されているから、絶対に載せなければならな

いと考えているわけではなく、多くの場面で載せるべきではないとい

う意見である。ただ、通報される方が間違って、第三者通報をし、そこ

から情報がどこかに漏れてしまうおそれ、氏名だけではなくて内容に

わたることも漏れるおそれがあり、その場合には、事業者も非常に大き

な被害を受けることになるため、このような情報は最後に処理される

まで適切に管理をしていただくのが非常に重要であり、そのような観

点からも、議論をしていただいたほうがいいのではないか（升田委員）。 

   ○ １号通報、２号通報、３号通報の様々な事例がある中で、１号、２号

については、守秘義務が規定されているが、３号の場合には、規定され

ていないとした場合、国民が納得する、あるいは分かりやすい制度であ

るかどうかについて、疑問がある（升田委員）。 

  【明確化する必要はないとの意見】 

   ○ 通報者の秘密が暴かれてしまったことによって様々な被害が生じて

いる事件は大体１号通報と２号通報である。３号通報で、そのような事

実があったという事件は確認しておらず、３号通報先に守秘義務を課

す立法事実は存在しない。公益通報をしたという事実を特定の誰かに

流すことは、プライバシーの侵害になると考えられるが、このような意

味においては、一般法理において、公益通報をしたことを漏らしたこと

に関しては、既にプライバシー侵害ということで法的な保護も図られ

ている。それを、公益通報者保護法に規定するかどうかの問題であるが、

もし、規定するのであれば、抜本的に公益通報者保護法の仕組みを変え

ていかなければならないのではないか（光前委員）。 

   ○ ３号通報に守秘義務を入れることで、どこまで通報する人が通報し

やすくなるかどうかは、検討すべきである。３号通報先に守秘義務がな

く曖昧であるため、通報しにくいという声は聞いたことがなく、３号通

報に守秘義務を課す立法事実が存在しない。一般法理で保護されてい

ても公益通報者保護法に規定する意味があるというケースも多々ある

が、３号通報先の守秘義務については、規定する必要性もないし、難し

い（拝師委員）。 

 

（３）法１条の「とるべき措置」との関係 

○ 法律の１条は、事業者及び行政機関がそれぞれ規則で定めるというふ

うに規定しているが、このこととの関係でも事業者、１号通報に守秘義

務を規定するということが整合的ではない（佐伯委員）。 

○ 第１条において、とるべき措置を定めているのは１号通報と２号通報
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だけである。１号通報については法第９条で、２号通報については法第

10条で取るべき措置に関する規定があるが、３号通報については、とる

べき措置については一切触れられていない。とるべき措置も定められて

いないのに、いきなり守秘義務だけ法律上に明記するということはおか

しい（光前委員）。 

  ○ 事業者や行政と異なり、３号通報先は範囲が確定されていないので、具

体的にとるべき措置は規定されていない。しかし、法は３号通報先に通報

することを場合によって認めているわけであり、３号通報について取る

べき措置が規定されていないからといって、守秘義務について考える余

地がないとはいえない（島田委員）。 

 

（４）守秘義務を課すことの弊害について 

ア 一般的な弊害について 

○ １号通報先には守秘義務を認めるべきだが、３号通報については、守

秘義務を規定しにくいのではないか。３号通報においては、例えば被害

を受けるおそれのある購入者、それから周辺住民なども通報先になり得

るが、周辺住民とか被害者の方が、通報を受けたときに、「あそこの会社

の従業員の人からこんな情報来たから、これは大変だ」ということで、

情報が伝播していくことは当たり前であり、そこに守秘義務を想定する

ことは、違和感がある。守秘義務を一般的に課すことは難しく、仮に３

号通報先に守秘義務を入れるということであれば、３号通報先の範囲を、

民間の事業体に限定するなどしなければならないであろう（山口委員）。 

○ 有益な情報の提供について、通報者だけではなく、その通報者を取り

巻く組織も含めてそのような責務を負うという考え方からすれば、例え

ば１号通報、２号通報においては企業側、行政側の誠実義務の一環とし

てそういった守秘義務が出てくる。他方、３号通報先は、雑多であり、

そのような責務を負うわけではないため、そこに守秘義務を入れるのは

難しい（山口委員）。 

○ ３号通報先には雑多なものが入ってくるため、一律に義務を課すのは

難しい。３号通報先の中には、消費者団体等も入ってくる可能性がある

が、実情を幾つかの消費者団体に聞いたところ、守秘義務を確保する体

制ができていないとのことであった。消費者団体で公益通報を受け付け

ると宣伝しているところは、私が知る限りないが、それでも通報が来た

場合に、守秘義務の体制ができていない中で、義務だけが課されるのは

酷である。これは、消費者団体に限らず、ほかの団体についても同様で

ある（拝師委員）。 
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○ 法律で守秘義務を規定するのは事業者の通報受付及び調査担当者に

限定すべきであり、第三者について、守秘義務を一律に法律で規定する

のは適当でない。第三者が情報を一方的に通報されて、法律上の守秘義

務を負わされるというのは適当ではないだろう（佐伯委員）。 

イ 報道機関に生じる弊害について 

  【守秘義務を課すことによる弊害を指摘する意見】 

  ○ 報道機関が通報を受けた場合に、調査をするかは報道機関の任意であ

り、どのような形で調査をするか否かは、通報者と報道機関の合意、契

約によるということになる。秘密をどこまで守らなければならないかは、

通報者との間で協議し合意で決めるしかない。報道機関には通報受理義

務はないため、それ以上に、法律で守秘義務を課すことは問題が出てく

るのではないか（光前委員）。 

○ 法的に守秘義務をかけると、憲法における報道の自由を侵害する。報

道機関は、個人情報保護法等で特別扱いをされているが、それは、国民

の知る権利とのかかわりがあるからである（井手委員）。 

○ 報道機関は、国から委託を受けているわけではなく、民間事業である。

また、報道機関に規制をかけているのは放送法だけである。刑事罰では

なく、規定をいれるだけで、捜査機関なりが介入することを前提として

いるため、問題である（井手委員）。 

○ 実際に担当しているのは、調査報道を行う一記者であるが、そのよう

な者に義務を課すことは問題である（井手委員）。 

○ 裁判において、取材源を開示する命令に対しては、逮捕してください

というのが報道機関である。取材源を秘匿するということは、この法律

にかかわりなくやっている。取材源を漏洩することはありえないが、仮

にそのような事態があった場合には、不法行為責任を負うであろう。そ

もそも、故意に漏らすことはありえない。間違って漏れた場合ケースが

あるが、関与者は解雇されている上、報道機関として、謝罪や検証記事

を出すなどして、自主的に責めを負っている（井手委員）。 

○ 報道機関が通報者の言い分をそのまま報道することはありえない。公

益性が高く、裏づけをとった上でしか報道しない。しかし、思い通りの

報道をしなかった場合、通報者が訴えるということは問題である。報道

によって通報者を誰かが明らかにしないことは、とても注意する。守秘

義務をかけられると、様々なことに配慮しなければならない（井手委員）。 

○ 守秘義務規定を導入されると、憲法21条で保障されている報道の自由

が侵害されるほか、情報を提供しようとする者と報道機関との信頼関係

にも悪影響を及ぼす。報道機関が名誉毀損などで訴えられたり、文書提
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出命令がなされた場合などに、守秘義務の例外を認めれば、守秘義務を

課すことができるのではないかという議論があったが、そのような例外

規定があるということは、取材源の秘匿についても例外を認めることに

なるため、信頼関係が失われ、情報提供がなされなくなってしまう（井

手委員）。 

○ 取材源の秘匿により情報提供者を明らかにしないということと、守秘

義務を課すことが一見同じように見えるが、これは全く意味が異なる。

報道機関にとって、最高の職業倫理である取材源の秘匿を法律によって

守秘義務で負わせるということを規定された場合、取材報道の自由が制

約されるということが非常に重要なことであって、これは仮に民事ルー

ルについても同じである。それに違反した場合に、例えば行政当局とか

調査当局が介入するという事態になれば、これも報道の自由には全く反

すると考えている（井手委員）。 

   ○ 情報の提供者についても、実名を明らかにするかしないか、どのよう

な形で報道をするかということも含めて気持ちが変わる場合がある。

大きな事件になると10人以上の情報提供者があり、最初の情報提供者

の情報は、取材の端緒にしかすぎない。報道被害とか風評被害という言

葉が出たが、そのような事態を避けるために、様々な取材を行って、提

供された情報の裏付けをとって、提供された事実以上の掘り起こしを

して報道をする。そうすると、当初の通報者の意図したことではないこ

とを報道することもあり、情報提供者が、提供した情報を公表してほし

くないと言っても、公表する場合もないことはない（井手委員）。 

   ○ 情報提供を犯罪行為に利用しようとするなどした側の不正、つまり、

マスコミを、報道機関を利用して、悪意のようなこともあり得る。その

場合、マスコミが見逃していいのかという問題もある（井手委員）。 

   ○ 報道機関だけではなく、消費者団体、労働団体なども含めて、３号通

報先として想定される団体全体に守秘義務をかけることに対し、慎重

な議論が必要である。報道機関は職務で行っているが、その他の３号通

報先については、善意で通報を受け付けていると考えられるが、これを、

１号、２号通報先と同様に考えるのは、乱暴な議論ではないか（井手委

員）。 

○ 守秘義務に関する規定を入れることによって、それが口実になって、

別に通報者を特定する情報を漏らしていなくても、例えば通報者が通

報したのとは異なるような報道がされた場合に、通報者が報道機関に

民事責任を問う口実にされる可能性がある、この法律を作ることによ

って、これまで提起されていなかったような責任追及が提起されるお
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それがあり、そのような可能性があること自体が報道の自由を萎縮さ

せるということと理解できる（田中委員）。 

  【守秘義務を課すことによる弊害に対する反論】 

    ア）取材源の秘匿と守秘義務は方向性が共通しうるとする意見 

○ 取材源を秘匿することは、守秘義務と整合しないわけではなく、整

合するところも多い（升田委員）。 

○ 一体どの範囲を報道機関かというのは従来からやはり裁判の実務

で問題になっているが、取材源の秘匿については、守秘義務と同質の

義務の内容の側面があるということは否定できない。報道機関には

情報がたくさん行くというのは、常識であるが、そうでないところに

も第三者通報ということで情報が行くと、恐らく同じように御苦労

があるため、報道機関のみで決めることはやはりできない（升田委

員）。 

    イ）民事ルールとして課せば問題が生じないとする意見 

○ 守秘義務の中身が刑罰、あるいは行政規制ということになれば、報

道の自由への直接的な対立が出てくるが、私は守秘義務といっても

刑罰的なことは考えていない。守秘義務を、私法的な義務の一種と考

えると、必ずしもこれによって行政的なあるいは権力的な報道の自

由への介入という事態にはならない。具体的な報道をする場合に、守

秘義務があるとどこが制約になるのかは分からない。法律によって

規定されているからだめだというのは、理屈にならない。また、訴え

られるかもしれないという場合には、おのずから当然守るべき守秘

義務は免責されている。どういう守秘義務が可能なのかという議論

は、また別個に詰めていくことについては賛成である（島田委員）。 

ウ）守秘義務に例外を認めれば問題は生じないとする意見 

○ 訴訟で請求された場合には、守秘義務を課されて、防衛できないと

いうことはないのではないか（島田委員）。 

 

 ２ 守秘義務を負う者の範囲 

（１）範囲を限定する必要性があるとの意見 

○ 労務提供先に対する通報の場合、通報を受領した者として想定される

者の範囲はかなり広い。通説的な解釈からすると、現場の社員が上司に

伝えることも公益通報になり得るが、この全てに守秘義務を課すとすれ

ば、相当広い範囲の者が対象になるのではないか。この法律をかなり周

知していかないと、現実的に守秘義務を課すことは難しい。通報を受領

した上司が通報を行う側に立つ場合もあるであろうが、そのような場合
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の守秘義務も整理しておく必要があるし、守秘義務に法的な効果を与え

ることに対しては、現実問題を考慮した上で判断すべきである（山口委

員）。 

 

（２）内部通報体制との関係で守秘義務を負う者の範囲を検討する意見 

○ 従業員に業務の遂行にあたって厳しい義務を課すことは難しい。マイ

ナンバー制度を外部に業務委託している例があるが、これは従業員に負

担をかけないようにするためである。他方、通報対応については、完全に

外部に委託をすることは難しい。内部通報の機関を今回の法律の中で、

書き加えるか否かの議論があるが、仮に書き加えた場合、その機関の構

成員に対して義務を設けることが考えられる。少なくとも、内部通報制

度を設けた中での問題と扱わないと実効性がない（島田委員）。 

○ １号通報については事業者内部において、上司が更にその上に告げた

場合に、漏洩になるのかという問題もあり、内部通報処理規定を設けて

いる場合に、通報を担当する職員、機関が秘密を漏らしてはならないと

いうことで限定をすべきである。受付をする職員だけではなく、実際に

は、調査機関が調査を行う過程で情報が漏れてしまうケースもあり、調

査を担当する職員についても義務を課さなければならない（光前委員）。 

 

（３）事業者を責任主体とすべきとの意見 

  ○ 守秘義務の責任主体については、事業者とすることが考えられる。調査

を行う場合には、事業者内部の人員に情報を伝えなければ調査ができな

い場合もあるところ、担当者各人が責任を負うとすると、このような場合

に不都合が生じる（田中委員）。 

○ 通報を知った者が全て責任を負うのは行き過ぎである。守秘義務を確

保できるようなシステムが整っていれば、それを前提に、個人が情報を

漏洩した場合には組織で責任を持つということも考えられる（升田委員）。 

 

３ 守秘義務が生じる情報の範囲 

○ 守るべき秘密について、弁護士法第 23 条の対象には、業務上知ったと

いうものだけではなく、知り得た秘密も含まれる。今回対象とすべき秘密

についても、知ったということに限定されるのか、知り得たことも含むの

か検討する必要がある（升田委員）。 

○ 外部通報の要件を緩和することとの関係で、守秘義務を課すことが検討

されているが、守秘義務の対象となる情報の範囲を、通報者を特定する情

報のみに限定するとすれば、風評被害が発生するおそれはあるため、守秘
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義務を課したとしても、その他外部への通報の要件を緩和することにつな

がらないのではないか（佐伯委員）。 

 

 ４ 守秘義務違反の効果 

（１）効果を検討するに際しての考え方を示す意見 

○ 弁護士や医者といった、特定の職業に就いている者以外の一般の人に、

仮に守秘義務を認めるとしても、同じ規制にする必要があるかは別であ

る。専門的な業として行っている者の義務ということになると、レベル

感が高くなってくる（升田委員）。 

○ 内部通報をする者、された事業者の代理人を務める中で、現実に感じ

るのは、通報者が通報した段階から正確な事実を通報するというケース

は少ないということである。調査という業務が実際に行われて、正確な

事実がわかり、監督権限が行使されるとか、マスコミが公表するという

のが実際である。現行法はあまりにも通報者の負担が大きすぎる。通報

を受けた者の責任と権限とのバランスがとれていない。通報者の負担を

軽減するため、通報を受けた者、調査活動をする者も含めた、情報の適切

な取扱いの責任を、一部通報を受けた側にも負担させることが考えられ

るのではないか（山口委員）。 

 

（２）刑事罰以外の責任について 

○ 故意に情報を漏らした場合には、制裁を加えるべきだが、それ以外の

場合は法的な効果を設けることは問題である。他方、通報した際に出す

書類に通報者の名前が書いてあり、通報者が誰であるかが判明したよう

な事案もあり、このようなミスを防がなければならないため、故意に近

い重過失についても、責任を課す必要がある（光前委員）。 

○ 民事的な責任については、上司に相談したときに、上司が更に上司に

相談したら守秘義務違反になるという問題もあるため、公益通報である

ことを認識せずに、善意で別の上司に漏らした場合には、過失が認定さ

れないなどの手当てができないか（拝師委員）。 

○ 守秘義務に対する制裁としては、法的な制裁以外に、倫理的な部分が

ある。守秘義務をどのように担保するかが問題であるが、倫理だけでは

実効性がなく、処理できない場合が多い（升田委員）。 

 

（３）刑事罰について 

ア 導入の是非 

○ 守秘義務に違反した場合の制裁としては、刑事罰も含めて検討すべき
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である。なぜなら、例えば弁護士などの場合には、場合によったら刑事

罰の可能性があるわけであり、これらを統一的に検討する必要があるの

ではないか（升田委員）。 

○ １号通報２号通報については、一定の悪質なケースについては、刑事

罰を入れるべきである。どのような対象に対して刑事罰付きの義務を課

すか検討が必要であるが、悪意をもって通報をした事実を漏洩したケー

スに対しては、毅然としたルールを設けることが必要である。韓国法で

は、不利益取扱いに対する刑事罰よりも、秘密漏洩に対する刑事罰の方

が重い。事後的に見ても、害意があって、実際に窓口で受け付けた者が

情報を経営陣などに流し、実際に不利益が行われたような、極めて悪質

なケースについて、何もできないというのは問題がある（拝師委員）。 

○ 純粋に情報を漏らしたことに対する民事上の損害、すなわち、プライ

バシー侵害や、情報そのものの価値を侵害されたことについての慰謝料

については、微々たるものである。また、情報を意図的に流された場合

と、たまたま調査の過程で漏れた場合とで、民事上の損害額は、大きく

は変わらないと考えられる。そうすると、民事ルールでは何の抑止効果

にもならず、民事ルールだけで守秘義務を担保することは難しい（拝師

委員）。 

○ 刑事罰を導入することは、故意犯についても、消極的である（光前委

員）。 

○ 刑事罰の導入には消極的であり、民事上の責任に留めるべきである

（佐伯委員）。 

イ 導入するとした場合の具体的な要件 

○ 刑事罰については、明確な要件を設定しなければ、担い手がいなくな

ってしまう。刑事罰は、内部通報、１号通報について入れるとの前提だ

が、範囲としては、通報担当者ということに限定されるのは当然である

し、単なる故意ではなくて害意が必要である。「図利加害目的」みたいな

ものを犯罪類型として科しているものがあるが、一定の害意があって、

それに基づき情報を流し、その結果、不利益措置の結果が生じた場合に

縛りをかける。そうすれば、萎縮効果はあまり考えられない（拝師委員）。 

 

 ５ 守秘義務の例外を認める必要性を示す意見 

  ○ 通報に係る秘密が漏れたとしても、本人が同意をした場合などについ

ては、免責されるケースもあり得る。もっとも、そそのかしのように誘導

されて同意をしたケースなど、同意が真意でない場合もあるため、守秘義

務が解除される場合のルールについても、書面を要求するなど、確認して
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おく必要がある（拝師委員）。 

  ○ 守秘義務については、例外を認める必要がある。正当な理由がなく漏ら

してはならないというような要件にすべきである。例えば、調査のために

は、情報を開示することが必要な場合もあるし、本人が刑事責任を問われ

る、名誉毀損訴訟を起こされるような場合には、自分を防御するため、真

実相当性の立証のために、取材源を明らかにすることを認める必要もあ

る。また、裁判所から文書提出命令を受けた場合、裁判所に対する義務と

して、秘密を明らかにしなければならない場合も出てくる。また、通報者

の真意による承諾があれば、守秘義務を解除しても良い（田中委員）。 

  ○ 相談者の中には、調査の際にも絶対に名前を出して欲しくないという

者も多いが、このような場合には、相談者の事情を聞く機会がないと、不

完全な調査しかできないが、それでも良いか予め確認した上でアドバイ

スするということになる。調査の内容によって、どこまで秘密性を解除し

て良いかは違うため、その辺の手当ては必要である（光前委員）。 

 

 ６ その他の論点について 

  ○ 従来問題なった多くの事例は、故意の事案ではあるが、保管している場

所の管理がいい加減であったために、第三者の侵入を受けて情報が漏れ

るという事案もある。これらを、同じような品質のものとして議論をすべ

きではなく、対象とすべき禁止行為をある程度類型化する必要がある。ま

た、通報先も個人、組織、専門的職業など色々あるため、ある程度違いが

あるということを認識して議論しないと、収束しない（升田委員）。 

○ 外部から秘密の開示を求められた場合に、どのように秘密を守るかも問

題となる。例えば、文書提出命令に対しては、通常の守秘義務では拒否で

きない。また、弁護士会による 23 条照会への対応についても、同じ問題

が生じる（升田委員）。 

  ○ 情報の漏洩については、ＩＴ系のものが多い。ガイドラインを作る際に

は、資料の保管についてどのような仕組みを作るのかも考えなければな

らない（島田委員）。 

○ 一定の要件を備えた通報先を協力団体等として認定・委嘱等をして守秘

義務を課すことについては、国と地方公共団体がある団体を認証して委嘱

するということであるため、３号通報というよりは、むしろ２号に準じた

ものとして考えて、そのような委嘱がなされている団体であれば、これは

公務員に準じて守秘義務を課し、更に公務員と同様に守秘義務違反に対し

て罰則を課すということも考えられるのではないか（佐伯委員）。 

○ 協力団体等の認定・委嘱の問題については、２号通報に準じた位置付け
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で考えるということは考えられる。なお、重要なのは、受け付けた後に、

その情報をどうするかということであり、通報に基づいて団体が自ら調査

をするという権限まで与えるのか、あるいは、団体は受け付けのみ行い、

行政にフィードバックし、行政が調査するのか、その辺の位置付けをはっ

きりした方がよいのではないか（拝師委員）。 

 

 

第４ 内部資料持出しに係る責任の減免 

 １ 資料収集行為について免責する必要性について 

（１）必要性を肯定する意見 

  ○ 内部資料の持出しについての免責は、通報の裏付けを整え、その是正を

実現するために非常に重要である（拝師委員）。 

 ○ 内部告発をしたいという人の代理業務の中で、内部の資料を持ってくる

ときと、御自身が録画、録音テープを持ってくる場合がある。いずれにお

いても、誠実義務に抵触する可能性が高いが、そういったものも、ある意

味ある程度保護されなければ、やはり内部告発は難しい。昨年、下関の障

害者施設で、職員の方が障害者に暴行を働いたとの通報があった事例があ

った。この事例では、職員が二度、下関市に告発をしたものの、当初、事

実が判明しなかったものの、職員が隠しカメラを設置して、これをマスコ

ミに届けたことによって、初めて下関市も動いて刑事的な手続も進んだ。

このような事例を見ても、やはり実際には、ある程度の法令に反する、ル

ールに悖るような行動が証拠収集活動の中にないと、なかなか実際には通

報が機能しないという実態があるのではないか（山口委員）。 

 ○ 行政通報の真実相当性の要件を緩和することと、資料の持出しを正当化

することを、バーターで考えるのは誤りである。まず、行政通報の場合、

いかに具体的な事実を述べたとしても、それを根拠付ける何らかの資料が

ないと行政機関というのは動いてくれない。そういう意味では、行政機関

に動いてもらうためにはやはり何らかの資料が必要であり、資料の持ち出

しについて正当化することが必要となる。他方、どうしても資料が持ち出

せない、あるいは資料がないものの行政機関に何とかしてほしいと考える

通報者もいる。そういう方は、資料がなくとも、とにかく通報したいとい

うことで通報する。そのときに、結局、行政機関は最終的に資料がないと

いうことで動かないことが多いものの、使用者から、資料がないままに通

報したということで、違法だと言われてしまっては、通報者としては立つ

瀬がない。そのため、仮に資料持出しを免責したとしても、行政機関に対

する通報で真実相当性は不要である。（光前委員）。 



78 

 

 ○ 公益通報に必要な証拠の持出しについては、公益通報自体に準ずる行為

として、これに対しては不利益取扱いを禁ずるという規定を設けるのがい

いのではないか。通報をしても、証拠がなければ、行政や外部者もなかな

か動かないし、また内部通報であっても動かないこともあると考えられる。

そのため、ある程度証拠を収集するという行為についても不利益取扱いを

禁じなければ、現実的には公益通報を抑止することになってしまうのでは

ないか（田中委員）。 

 

（２）慎重な意見 

 ○ 確かに公益通報の場合に一定の資料を持ち出すということがやむを得

ない場合というのはあり得るため、これまで判例の中でも、資料の持出行

為について、一種の免責を認めてきたものもある。しかし、積極的に肯定

的に法に規定できるかというと、相当難しいであろう。資料の持出しは、

ある種の違法行為、企業秩序の違反行為で、非常に例外的に免責されるべ

きものなので、これを積極的に助長するというような書き方はなかなか難

しいのではないか。抽象的な規定であればあり得ないことはないが、そこ

は相当慎重にしたほうがいい（島田委員）。 

 

（３）否定的な意見 

○ 目的は手段を正当化しない。解雇されたときに、資料の持出しを理由

に、非違行為があったということで解雇を認めているというのもあり、

免責をしていないものもあるから、一律に免責するわけにはいかない（升

田委員）。 

 ○ 民事の免責が一部損害賠償責任が認められない、あるいは懲戒処分が

否定されるというような下級審の裁判例は、非常に軽微な事案であり、

原則は、違法、不正な手段によるというのは許されないというのが前提

で議論すべきである（升田委員）。 

 ○ 違法あるいは不正な手段、目的で資料を持ち出して、それを何らかの

形で利用した場合、訴訟の場面でもないわけではない。それを弁護士が

主張、立証に使ったときに弁護士が責任を負うかどうかというのがやは

り事件としてあり、これは責任が認められる。腐ったリンゴを利用する

というのはやはり相当注意しないといけないことで、やはりどのような

情報であっても何らかの自分の主観的に正しい目的だから使ってもいい

という具合には、現在の日本の裁判所は考えていない（升田委員）。 

 

 



79 

 

 ２ 資料収集行為を民事上免責するための要件（免責すべきケースの限定）に

ついて 

（１）適法な公益通報のための持ち出しであること 

  ○ 内部資料持出しに関する裁判例の多くは、まず目的を非常に重視して

いるのではないか。公益目的であるという認定を、様々な方向から行った

上で、公益目的という認定があるケースの場合には、かなり広範に免責を

認めているのではないか。公益通報者保護法の要件を満たすケースは、当

然、公益目的であることが大前提にあるため、そのような場合には、原則

的に持出しが許されてもいい（拝師委員）。 

  ○ 個別の判例を見てみると、様々な要素を考慮していて、例えば持出しに

よる企業側の不利益みたいなことも触れているものもあるが、それと対

峙するものとして、通報によって得られる社会的なメリット、企業そのも

のも実は不正を正すことによってメリットがあるという指摘がある裁判

例もある。公益通報者保護法の中で一定の通報対象事実に絞り、価値のあ

る通報を行い、その目的で資料を手段として持ち出すということである

ため、かなり類型的に違法性の程度が軽くなっているのではないか（拝師

委員）。 

  ○ 基本的には公益通報者保護法の枠組みにあるのであれば原則的には免

責を認め、資料の中身が通報とは全く無関係なものである、あるいは持出

しの手段が社会的な相当性から見て相当逸脱する、そういう場合には外

すという形がいいのではないか（拝師委員）。 

  ○ 外部通報の場合、不正行為を外部に持ち出すということになるため、そ

れ自体も事業者に対する背信行為である。そして、資料の持出しというの

は公表行為を補完するものであり、背信行為に付随するものである。その

ため、公益通報自体が正当であれば、それを補完する資料の持出し行為と

いうのは当然正当なものであると考えられる。適法な公益通報に付随し

て持ち出した資料の持出し行為は、まず原則として適法であるというこ

とを、法文に書き込んでいただきたい。 

○ 他方、資料の持出しが許されるというのは、あくまでも公益通報が適

法な場合、適法と判断された場合である。公益通報自体が何らかの理由

で違法と判断されてしまえば、当然それに付随した資料の持出し行為は

違法であろう（光前委員）。 

  ○ 東京地判平成 19 年 11 月 21 日（判時 1994 号 59 頁）や、大阪高判平

成 21 年 10 月 16 日（判例集未登載）は、いずれも、公益通報のために必

要な証拠資料を持ち出す行為について、公益通報に付随する行為である

ため、公益通報者保護法の保護対象になるという考え方を示していると
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考えられるが、これは下級審裁判例であり、しかも１件は判例集未登載な

わけですから、既に確立した法理で法令に規定する必要もないというよ

うなものではない。目的は手段を正当化しないというような意見もあり

得る中でこういったルールを良しとするのであれば、法律に書き込む理

由はあるのではないか（田中委員）。 

 

（２）通報内容と資料の関連性（資料の必要性） 

○ 通報と持ち出す資料の関連性の問題について、関係ない資料を持ち出

しており、持ち出しの責任は減ぜられないと判断している裁判例もある

ようだが、そのケースは、目的自体が公益性があるものではなかったの

ではないかと疑っているケースではないか。通報と持ち出す資料との関

連性の問題については、公益目的の認定の中に吸収されてくる部分も大

きいと思われるため、あまり厳密に関連性は求めなくてもいいのではな

いか。裏返しの表現をすると、一見無関係な資料の持出しについては、通

報と関係ないということで免責の対象から外すということでいいが、そ

うでなければ、ピンポイントでその関係する資料だけを無駄なく持って

くることは、逆にかなり無理があるため、一見して無関係なものの持ち

出しではなければ、基本的には免責の対象に入れるという形で対応でき

ればいいのではないか（拝師委員）。 

○ 公益通報のための必要性と、それから手段の社会的相当性が要件にな

ると考えられるが、必要性に関しては、現実には厳密に必要かどうかと

いうのは持ち出す時点では分からないため、持ち出すときに必要と信じ

たことに相当な理由があるといったような形で少し緩くして規定すべき

ではないか（田中委員）。 

○ 今までの裁判例では、仮に公益通報が適法であったとしたとしても、

持ち出した資料をそれ以外の目的に使ってしまった場合、それも必ず違

法と判断されている（光前委員）。 

 

 （３）手段の相当性 

○ 手段については、裁判例によっては、銀行の非常にセンシティブなデ

ータベースにアクセスをして情報を引き出すようなケースでも結果とし

て免責されているケース、例えば不正アクセス防止法とか、そういうも

のに引っかかるようなケースでも免責を認めていることを考えると、社

会的に見て相当性を逸脱するようなケース以外は原則としては認めると

いう方法がいいのではないか（拝師委員）。 
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○ 手段の社会的相当性については、要件を明確に規定するのは難しいか

もしれないが、法律において相当という言葉を使っているケースは別段

珍しくないため、手段が社会通念上相当という要件を法律で規定しても

よいのではないか。その上で、具体的な判断基準は、裁判例の積み重ねに

委ねることでいいのではないか（田中委員）。 

 

（４）その他の限定 

ア 持ち出しの主体について 

   ○ 通報によって得られる社会的メリットによって正当化が認められる

ということであれば、内部関係者か外部者かということの区別がなく

なってくるのではないか。外部者でも犯罪行為を告発するためには資

料を保全していいということになると、その波及効果というのは非常

に大きい。実際にもグリーンピースの関係者が鯨の肉を盗み出したと

いう事件で有罪判決が出ているが、その判決を見ても、犯罪行為に当た

るような窃盗とか建造物侵入というのは基本的に社会的相当性はない

というような判断がなされているため、内部関係者については特別で

あるという理由をきちんと検討する必要があるのではないか（佐伯委

員）。 

  イ 被通報者以外の者へ損害が生じた場合について 

○ 今までの裁判例では、持ち出した資料により、被通報者以外の第三者

に損害を与えた場合にも、違法という判断をされている（光前委員）。 

  ウ 資料を目的外に使用した場合について 

   ○ 目的外使用の点については、企業側からすると非常に気に掛かると

ころであろう。一旦、公益通報だからということで持ち出されたら、そ

の後は何に使われてもいいということになると問題であり、目的外に

使用した場合は保護されないというルールを明確にする必要はある

（拝師委員）。 

  エ 通報先ごとの検討について 

 ○ 証拠の持出し行為については、内部通報、行政通報、その他外部への

通報、それぞれの場面で考えなければいけない。最近、内部通報におい

ても、自分が本来取り扱えない証拠を用いて通報したところ、資料の持

出しを咎められるという事例が出てきている。そういう場合の問題と、

それから外部通報の場合、あるいは行政通報の場合の資料の持出しにお

いて、レベルが異なると考えられるため、分けて論じた方がいい（光前

委員）。 
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 ３ 刑事免責の是非について 

○ 刑事責任の問題が生じるのは、資料の持出しが窃盗罪、横領罪あるいは

建造物侵入罪等の犯罪構成要件に該当する場合に限られるが、そのような

場合について、現行法でも刑法の緊急避難あるいは正当行為の規定に当て

はまるようなら違法性が阻却され、その場合には、個別の事情を考慮して、

行為の必要性あるいは相当性が審査される。そのような刑法の規定を超え

て一般的に公益通報者保護法に正当化事由を規定することができるかと

いうと、非常に難しいのではないか（佐伯委員）。 

○ そもそも目的は手段を正当化しない。たまたま今回、法律改正があって、

一部について司法取引が認められる、こういう状況になっているときに、

一般的に認めるというのはどうかと考えており、正当行為と認めるには厳

格に解すべきである（升田委員）。 

 ○ 持出しが同時に刑事事件になっているというのは少ないという印象で

ある。グリーンピースの件は有名であるが、そのほかで警察が実際に、建

造物侵入とか窃盗で動いたというケースがどのぐらいあるのか、知ってい

る範囲では少ない。 

例えば公益通報者保護法の中に、適法な公益通報に伴う資料の持出しは

許されるといいう趣旨の条文が入ってくるのであれば、警察もあまり動か

なくなるのではないか（拝師委員）。 

○ 真実相当性の証明に資料が必要であるというのは確かにそうだが、例え

ば現在の名誉毀損罪は真実相当性の証明が必要であるものの、そのために

資料の持出しが正当化されるというようなことはあまり聞いたことがな

い（佐伯委員）。 

  ○ 名誉毀損の真実相当性の場合に資料の持出し云々が問題になったこと

はないとの意見について、名誉毀損は不正行為の告発に限らないため、公

益通報の問題とは異なる。不正行為の告発のために、やはり資料の持出し、

資料とかそれを補完する資料が必要になる（光前委員）。 

 

４ 免責規定以外の方策について 

○ 行政通報が機能すれば相当うまくいくのではないか。ところが、一定の

資料を持ち出さないと行政が動き出せないということを続けていると、結

局は、通報者に対してかなりのリスクを負わせることになる。そこの工夫

は要るのではないか。この関連で考えるべきであり、資料の持出しという

問題だけを取り上げてしまうと、どうも法改正の方向としては難しいので

はないか（島田委員）。 
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第５ 通報対象事実への関与に係る責任の減免 

 １ 民事上のリニエンシーについて 

  ○ 民事上の責任については、相手がある話でもあり、リニエンシーにより

免責することは難しいのではないか。企業内部での懲戒をどう考えるか

というときの判断についても、一般化するのは難しい（拝師委員）。 

  ○ 内部通報者が違法な行為をしていた場合に、企業が、内部通報者に対す

る処分を軽くするかどうかということについても、基本的には企業が自

主的に対処すればいいのであって、法律で一律にリニエンシー制度を設

けることにはなじまないのではないか（田中委員）。 

 ○ リニエンシーについては、内部告発や内部通報を促進するという意味で

は効果はあると考えられるが、例えば独禁法とか、それから景品表示法と

か、個別法の中で規定されるのであれば分かるが、一般的なリニエンシー

を規定するということに関しては疑問を感じる。内部通報の促進策として

リニエンシーを活用することは、各企業ごとに実施すればいい（山口委員）。 

 

 ２ 刑事・行政上のリニエンシーについて 

（１）導入に肯定的な意見 

  ○ リニエンシー制を入れることについて賛成であり、独禁法の議論でも

日本の風土に合わないのではないかというような意見があって、色々議

論した結果、今導入されているということであるが、結果を見てみると、

これは有効に機能しているという評価が一般的だろう。それだけではな

くて景品表示法などにも最近導入をされており、大きな流れとして、不正

行為をきちんとあぶり出して対処するために、一定の情報収集するため

の手段としてリニエンシー制度というのは我が国でもかなり浸透してき

ているということは間違いない。それを公益通報の一つのツールとして

制度として入れていくということは重要である。他方で、行政上、刑事上

の責任については、例えば刑法の自首の制度がある。自首については、こ

れは捜査機関への自首申告ということが基本であるが、例えばこれを行

政通報の対象となるような所管官庁というふうに読み換えることで、行

政のリニエンシー制度を導入することも考えられる（拝師委員）。 

 

（２）導入に否定的な意見 

  ○ 改正刑事訴訟法でも相当厳格な基準の下で効果が認められており、こ

れとの平仄を合わせるという意味でも、今回の法制化は適当ではないの

ではないか（山口委員）。 

  ○ 独禁法等々のリニエンシーは、特定の問題に限定されているのに対し、
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公益通報で現在提案されているものは通報対象事実への関与ということ

であり、非常に広い犯罪を対象としているため、一つの基準で免責を認め

るというのはなかなか想定しにくい（升田委員）。 

  ○ リニエンシーの問題は刑事司法の根幹に関わる問題である。法制審議

会で慎重な審議を経た上で刑事訴訟法が改正されたわけであり、それと

異なる特例を公益通報者一般について規定することは適当ではない（佐

伯委員）。 

 

 ３ リニエンシー全般について 

  ○ リニエンシー制度には消極的である。公益通報で頻繁に入ってくる事

例は、通報の目的について、私益と公益的なものが混在している事例であ

る。私益で通報しているのか、公益で通報をしているのか分からない場合

が多いが、リニエンシーを入れてしまうと、そこの問題が一遍に爆発して

くるのではないか。自分がやってしまったことの罪を免れたいことを主

目的で公益通報するという事態が非常に増えてくるおそれがあり、この

法律のピュアな点が少し混濁化してしまうことがあるのではないか（光

前委員）。 

  ○ リニエンシーを法律に設けることは慎重に考えた方がいい。リニエン

シー自体は、違法な行為を犯しても自首をすれば責任を軽くするという

ことで、直接にはサンクションを弱めるということであるため、一番初め

に違法な行為を抑止するという点においては、マイナスに働く可能性も

ある。被害者が被害に気づかない類型など、個別の法令でリニエンシー制

度を設けることが適当な場合もあろうが、個別の法令ごとに、通報に対し

てもリニエンシー制度を設けることのメリット、デメリットを勘案して

ルールを作るべきであって、内部通報全般にリニエンシー制度を入れる

ことは、あまりにも影響が大きすぎるのではないか（田中委員）。 

 

 

（以 上） 

 


