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2006年（平成18年） 4 月 1 日に公益通報者保護法が施行されて以来、10年

以上が経過した。しかし、この間、内部通報者と企業との間で紛争が生じた

ケースや内部告発によって企業の不祥事が明るみになったケースは枚挙に暇

がない。　

公益通報者保護法は、公益通報者の保護とともに、内部通報により企業が

不正を早期に発見し、自浄作用を働かせることによって、無用のダメージを

被ることを避けることを期待したものであるが、この間にみられた数々の

ケースは、そのような法の意図が十分に企業に浸透していないことを物語る

ものといえる。

このような状況を踏まえ、2016年（平成28年）12月、消費者庁は、事業者

のコンプライアンス経営への取組みを強化するため、それまでの「公益通報

者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」を見直し、新たに「公益通

報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガ

イドライン」（新ガイドライン）を公表した。その中では、通報者の匿名性の

確保など通報者が安心して通報できる環境を整備するための具体的な措置

や、現状、内部通報制度の導入が進んでいない中小企業について適切な取組

みを促進するための具体的な方法、さらには、内部通報制度を整備する経営

者の責務などが明記されている。

本書は、消費者庁が実施した実態調査（「平成28年度　民間事業者における

内部通報制度の実態調査報告書」、「平成28年度　労働者における公益通報者保護

制度に関する意識等のインターネット報告書」）などを参考に、企業における内

部通報制度導入の現状を紹介したうえで、内部通報制度が有効に機能するた

めの設計・導入・運用上の工夫を検討したものである。検討にあたっては、

中小企業を念頭においた内部通報取扱規程例を示すなど、わが国で多くを占

める中小企業にも採用しやすいような配慮を加えたつもりである。また、内

部通報制度が有効に機能するには、制度の存在が周知されるとともに、制度
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が信用に値するものである必要があるが、そのためには、なによりも企業の

トップである経営者が制度の有用性・重要性を自覚し、従業員に対し、その

メッセージを発信することが重要である。本書は、新ガイドライン同様、こ

の点にも十分な配慮を加えたつもりである。加えて、内部通報や外部通報に

かかわる人事労務上の対応について、具体的な設例をもとにしたQ&Aを設

け、解説を行っている。

本書が、企業において内部通報制度を導入する際の参考の一助とされ、従

業員に信用される制度が構築されることにより、コンプライアンス経営強化

の一助になれば、これに勝る喜びはない。

最後に、本書の出版にあたっては、民事法研究会の近藤草子氏に多大な尽

力をいただいた。この場を借りて深く御礼申し上げる。

平成29年 8 月
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第１章　内部通報制度とは 
―内部告発、公益通報との異同

Ⅰ　内部通報とは

内部通報制度とは、勤務先で生じている問題について、役職員等が勤務先

に設けられた社内窓口や勤務先が委託した社外窓口などに対して通報できる

よう、「相談窓口」「ヘルプライン」「ホットライン」などの名称で各企業に

設けられている通報制度をいい、これらの窓口を利用して行われる通報を

「内部通報」という。このように、内部通報とは、あくまで事業者が設けた

窓口に対して行われる通報を指す。

実効性のある内部通報制度が整備・運用されている企業では、不正につな

がる事実を早期に把握し、自浄作用を働かせることによって、不正の未然防

止や早期発見につなげることができる（1）。そして、このような企業は、安

心・安全な製品やサービスを提供する企業として社会的にも評価される対象

となることが考えられる（2）。

内部通報制度にはこのような意義があることから、すでに多くの企業にお

いて、制度の導入が図られている。中には、自社において内部通報制度を導

入しているという事実を対外的にもアピールするため、会社法上の事業報告

や金融商品取引法上の有価証券報告書・内部統制報告書などで外部の利害関

⑴　平成28年度民間事業者実態調査（58頁）および平成28年度労働者インターネット調査（71
頁）によれば、社内の不正の発見の端緒として多いものや発見する手段として効果的だと思わ
れるものとして、「従業員等からの内部通報（通報窓口や管理職等への通報）」（58. 8％）、「従
業員からの情報提供や通報・相談（通報窓口や管理職等への通報等を含む）」（53. 7％）の割合
が最も高い。

⑵　平成28年度労働者インターネット調査（76頁）によれば、（ 1 人の消費者として）他の条件
が同じ場合、実効性が高い内部通報制度を整備している事業者の提供する商品・サービスを購
入したいと思う者の割合は「そう思う」（29. 6％）と「どちらかといえばそう思う」（56. 0％）
を合わせると85. 6％にのぼる。
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係者に公表している企業もある（3）。

Ⅱ　内部告発（外部告発・外部通報）とは

しかし、近時、内部通報制度は設けられてはいたものの、その制度が機能

せず、重大な不祥事につながった事案が散見される （4）。それらの事案では、

不正に係る事実が事業者内部の者から行政機関やマスコミなどの外部の者へ

伝えられた結果、当該企業の企業価値が大きく毀損されることとなった。

このように、勤務先で生じている問題について、役職員が行政機関やマス

コミなどの外部の第三者に対して行う告発（通報）を「内部告発」という。

外部告発、外部通報という用語が内部告発と同様の意味で用いられることも

ある。

Ⅲ　公益通報とは

また、内部通報や内部告発に類似するものとして「公益通報」がある。

公益通報とは、公益通報者保護法に定められた通報、すなわち、労働者が

「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でな

く」、「労務提供先」または「当該労務提供先の事業に従事する場合における

その役員、従業員、代理人その他の者」について、同法 2 条 3 項が定める

「通報対象事実」が「生じ、又はまさに生じようとしている旨」を、勤務先

等に設けられた窓口や通報対象事実について処分、勧告等をする権限を有す

る行政機関等の外部の第三者に対して行う通報をいう（法 2 条 1 項）。

⑶　企業の中には、内部通報制度を導入していることについて、商談室のすべての机上に名刺サ
イズの「お知らせ」を設置したり、主要取引先を招いた説明会で公開するなどの方法で対外的
にアピールする企業もある（消費者庁「平成24年度　民間事業者における通報処理制度の実態
調査報告書」43頁）。

⑷　東洋ゴム工業株式会社による免震ゴムのデータ改竄行為や、株式会社東芝による不適切な会
計処理問題など。たとえば、不適切な会計処理の発覚や第三者委員会等による調査を受けて東
芝が公表した「改善計画・状況報告書（原因の総括と再発防止策の進捗状況）」には、「今回の
不適切な会計処理について、事前に当社の内部通報制度を利用した内部通報はなく、内部通報
制度は十分に活用されている事実はありませんでした」との記載がある。
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第1章　内部通報制度の設計

Q1-1　内部通報前置を採用することの可否

1　内部通報前置の可否

現実の外部通報には真実を内容とするものもあれば、虚偽にわたるものも

あり、公益目的もあれば私怨、妬みによるものもある。そして、真実を内容

とする通報や公益目的の通報であっても、直ちに外部に通報されれば企業秘

密の漏洩や企業の社会的評価が下落するおそれがある。そこで、企業として

は、私怨や妬みによる通報、虚偽の通報はもちろんであるが、それ以外の適

正な通報であっても、それらのリスクに適切に対処する必要がある。

そこで、こうした事態に対する 1つの対応策として、従業員等が社内にお

ける法令違反行為等を認識した場合には、外部通報に先立ち、企業が社内や

社外に設置した内部通報窓口に通報することを義務付ける制度（内部通報前

　　当社では、内部通報規程で、マスコミや行政機関等の外部への通報に先
だって内部通報を行うこと（内部通報前置）を定めています。今般、この
ルールに違反して、最初からマスコミや行政機関等の外部へ通報を行った
従業員がいました。そこで、当社は当該従業員に対して懲戒処分を行うこ
とを検討していますが、そもそも内部通報前置を採用することは可能で
しょうか。可能だとして、どのような規程を定めればよいのでしょうか。

　　内部通報前置を採用することは可能です。もっとも、公益通報者保護法
が行政機関やマスコミ等への外部通報を許容する要件を満たす場合には、
内部通報をすることなく、マスコミや行政機関等の外部へ通報を行った者
に対し、懲戒処分や普通解雇を行うことはできません。また、判例による
一般法理で保護される場合も同様です。

Q

A
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置）を採用することができるかが問題となる。

2　雇用契約において信頼関係に基づく誠実義務を理由に内部通
報を優先すべきである旨を判示した裁判例

内部通報を優先すべき旨を判示した裁判例として、群英学園（解雇）事件

（東京高判平14・ 4 ・17労判831号65頁）や、首都高速道路公団事件（東京地判

平 9 ・ 5 ・22労判718号17頁）があげられる。

●群英学園（解雇）事件（東京高判平14・ 4 ・17労判831号65頁【参考資料】
14事件）
内部通報を経ずに外部通報した行為が誠実義務に違反するものとされた事例

〈概要〉　予備校を経営する学校法人の幹部従業員ら（指導部長、事務次長）
が、理事長の不正経理問題を指摘して退任を求め、応じなければマスコミに
公表する旨述べ、実際には労働組合に不正経理問題を記載した書面を交付し
たことから、学校法人から普通解雇された事案。
〈判旨〉　「マスコミの報道による甚大かつ回復困難な影響を考えると、仮に不
正経理問題が合理的な根拠のある事実であったとしても、分別も備えた年齢
に達した社会人であり、控訴人に雇用されて予備校とはいえ教育に携わり、
しかも幹部職員でもあった被控訴人らであってみれば、控訴人の事業規模、
活動地域（群馬県内の正規職員十数名に非常勤の講師数40名前後を抱える予
備校である。）に照らし、そのような事実の公表が控訴人の経営に致命的な影
響を与えることに簡単に思い至ったはずであるから、まずは控訴人内におい
て……役員会あるいは理事会等の内部の検討諸機関に調査検討を求める等の
手順を踏むべきであり、こうした手順を捨象していきなりマスコミ等を通じ
て外部へ公表するなどという行為は、控訴人との雇用契約において被控訴人
らが負担する信頼関係に基づく誠実義務に違背するものであり許されないも
のというべきである」

《裁判例》

●首都高速道路公団事件（東京地判平 9 ・ 5 ・22労判718号17頁【参考資料】

《裁判例》
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これらの裁判例に照らせば、企業が内部通報窓口を設置して適切に運用

し、従業員の内部通報で法令違反行為等が是正される体制が整備されている

のであれば、従業員に内部通報前置を義務付けることは、企業不祥事を自浄

作用によって適正化してコンプライアンスを実践しながら、企業秘密の流出

や社会的評価の下落を最小限に抑え、ひいては従業員の雇用を守ることがで

きるため、合理性を有するといえる。

ただし、社内規程などによって内部通報前置を義務付けることが許容され

るとしても、上記の首都高速道路公団事件や下記のトナミ運輸事件の判示か

ら理解できるように、内部通報によっては社内の法令違反行為等が是正され

る見込みが乏しい場合など、内部通報を行うことなく外部通報を行うことが

やむを得ないものと認められる場合には、社内規程等に違反していきなり外

部へなされた通報についても、公益通報者保護法や判例法理による保護を受

ける場合があることに留意する必要がある。

5 事件）
従業員が誠実義務の一環として内部通報を前置すべき義務を負うとされた
事例
〈概要〉　川崎縦貫道（一期）建設工事につき、被告の職員として在職してい
た原告が、用地確保等の観点から批判を加えて他のルートに変更のうえ建設
すべきであるとの意見を新聞紙上に投書したことから、被告が、名誉が毀損
され、職場秩序が乱されたとして原告を停職処分としたところ、原告が停職
処分の取消し等を求めて提訴した事案。
〈判旨〉　「本件投書のように、従業員が職場外で新聞に自己の見解を発表等す
ることであっても、これによって企業の円滑な運営に支障をきたすおそれが
あるなど、企業秩序の維持に関係を有するものであれば、例外的な場合を除
き、従業員はこれを行わないようにする誠実義務を負う一方、使用者はその
違反に対し企業秩序維持の観点から懲戒処分を行うことができる。そして、
ここにいう例外的な場合とは、当該企業が違法行為等社会的に不相当な行為
を秘かに行い、その従業員が内部で努力するも右状態が改善されない場合
に、右従業員がやむなく監督官庁やマスコミ等に対し内部告発を行い、右状
態の是正を行おうとする場合等をいう」
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3　内部通報前置と公益通報者保護法

公益通報者保護法は明確には内部通報前置主義を採用しておらず、通報先

に応じて保護要件に差異を設ける構造を採用している（法 3 条 1 号ないし 3

号）。そこで、このような同法の構造と内部通報前置との関係（つまり、公益

通報者保護法が内部通報前置を採用することを容認する趣旨か否か）を立法当時

の議論を踏まえて検討する。

●トナミ運輸事件（富山地判平17・ 2 ・23労判891号12頁【参考資料】43事
件）
従業員が十分な内部努力をしないまま外部通報に至った行為が不当とまで
はいえないとされた事例
〈概要〉　会社ぐるみ・業界ぐるみでヤミカルテルが行われていた場合に、従
業員が必ずしも十分な内部努力をしないまま、新聞社に外部通報を行った事
案。
〈判旨〉　「内部告発方法の妥当性についてみると、……労働契約において要請
される信頼関係維持の観点から、ある程度被告の被る不利益にも配慮するこ
とが必要である。そこで、原告が行った被告内部での是正努力についてみる
と、まず原告は乙山副社長に対して……直訴しているが、……その内容は主
として中継料の問題であり、原告は本件ヤミカルテルを是正すべきであると
は明確に言わなかった。……以上によれば、原告が行った上記……の行為そ
のものでは、本件ヤミカルテルを是正するための内部努力としてやや不十分
であったといわざるを得ない。しかし、他方、本件ヤミカルテル及び違法運
賃収受は、被告が会社ぐるみで、さらには被告を含む運送業界全体で行われ
ていたものである。……このような状況からすると、管理職でもなく発言力
も乏しかった原告が、仮に本件ヤミカルテルを是正するために被告内部で努
力したとしても、被告がこれを聞き入れて本件ヤミカルテルの廃止等のため
に何らかの措置を講じた可能性は極めて低かったと認められる。このような
被告内部の当時の状況を考慮すると、原告が十分な内部努力をしないまま外
部の報道機関に内部告発したことは無理からぬことというべきである。した
がって、内部告発の方法が不当であるとまではいえない」

《裁判例》
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国内外のメーカー、金融機関、流通業、建設業、サービス業等の企業法務

を扱う法律事務所。弁護士、弁理士およびスタッフあわせて120名を超える

体制で様々な分野の法的ニーズに対応している。訴訟案件、倒産・事業再生

案件、知的財産法、コンプライアンスをはじめ、渉外法務、M&A、金融

法、独禁法、不動産法、薬事・医療関係法等の専門分野を有している。

〒104-0028　東京都中央区八重洲二丁目 8番 7号　福岡ビル

　　　　　　電話番号：03-3273-2600　　FAX番号：03-3273-2033

石嵜・山中総合法律事務所

労働法（使用者側）を専門分野とする事務所として、労働問題のあらゆる

分野において十分な知識・経験を有し、訴訟・労働審判の対応、就業規則の

作成・見直し、人事・賃金制度の設計・変更、労働基準監督署の指導等に対

する対応、事業縮小等に伴うリストラクチャリング、労働組合との団体交渉

出席等、依頼者の幅広いニーズに対応できる体制を整えている。

　〒104-0028　東京都中央区八重洲二丁目 8番 7号　福岡ビル 6階

　　　　　　　電話番号：03-3272-2821　　FAX番号：03-3272-2991
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