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企業等の組織に関係する不正・不祥事事案の発生は、一向にとどまる気配

を見せません。それどころか、むしろ増加・深刻化の傾向にあるようにも思

われます。ここ数年を見渡しても、会計不正、品質不正、不正見積り、不正

融資、研究不正等の重大事案がいくつも繰り返されています。中には、経営

層等組織の上位者が直接関与したというもの、件数や規模が大きく、期間も

長期にわたり、当該不正が組織に根付きごく当たり前のように繰り返されて

きた実態があるもの、組織的な隠ぺいが図られたもの、事案を把握した後も

速やかな公表がなされなかったものなど、その深刻な問題性から、社会の厳

しい批判にさらされ、重い法的制裁に加え、当該企業等の信用を失墜させ、

組織自体の存続さえ危ぶまれるものもあります。

毎年のように、こうした不正・不祥事が発覚しています。同種の業界はお

ろか、同一企業が数年を経た後、再び重大な不正事案を引き起こすこともあ

ります（実際のところ、これらの不正行為は最近になってにわかに発生したとい

うのではなく、長期間続いていた逸脱行為が最近になって発覚したというパター

ンのほうが多いのかもしれません）。一体、何が起きているのでしょうか。

日本の企業等の不祥事は、個人的な動機よりも組織的な動機に起因するも

のが大半だと言われています。企業等を構成する多くの役員や従業員はみな

普通の真面目な人間です。そういう人たちが、私利私欲のためではなく、上

司や自らの所属する企業等のために不正に走ってしまうのです。個々の人間

の善悪の問題というよりも、不正を断ち切れない弱さに起因するようにも思

われます。その真面目さ、弱さゆえにかえって根が深いともいえます。個人

的な動機が絡まない、すなわち組織のためという大義名分があることから、

罪悪感は乏しくなり、個々人が、不正を行うハードルはぐっと低くなります。

そして、不正に慣れっこになった行動様式が定着し、引き継がれ、増殖して

いきます。善悪の判断も麻痺しているため（あるいは自社都合で物を見る目が
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癖になっているため）、組織的な隠ぺいもごく当たり前のように行われ、その

間、内部通報や内部告発もなく、不正が長期間発覚せずに脈々と継続してい

き、現場の不正も経営トップの耳には届かなくなります。そして、ある時、

内部告発などによって不正・不祥事が露見した結果、大きな社会的批判を浴

び、取り返しのつかない重大な信用失墜を招き、業績低迷のみならず、当該

企業等の存立そのものも危うくすることになります。これが長期化・深刻化

した不正・不祥事事案の典型的なパターンです。こうした習い性が不正を招

く「企業体質」ないし「企業風土」と呼ばれるものの正体ではないでしょう

か（こうした「体質」や「風土」はいったん根付くとなかなか払拭できないよう

に思われるかもしれませんが、実は経営トップが本気になって組織の先頭に立ち

強力なリーダーシップを発揮するなら、脱却することはさほど難しいことではな

いと思われます。企業風土は勝手に存在しているものではなく、経営トップが作

り上げるものともいえます）。

そのように考えると、不正・不祥事というものは、いつの時代になっても、

あるいはどんな防止策を講じたとしても、起こるときは起こるもので、完全

に防ぐことは不可能なのでしょう。それは前述したとおり、ほとんどの不

正・不祥事はその組織を構成する個々の人間の弱さに由来するものだからで

す（これを性弱説と呼んでもよいでしょう）。また、数字上の成果に現れにく

いコンプライアンス経営を遵守し、優先させることは、短期的な損益の上げ

下げに左右されがちな経営者にとってはとても勇気がいることだからです。

さらに、現実問題として、企業活動が多様化・グローバル化している昨今、

不正リスクは山ほどあり、その内容も大小・軽重さまざまであって、不正・

不祥事防止の対策といっても切りがなく、それらに一律に多大なコストを掛

けることは必ずしも合理的ではありません。

そこで忘れてはならないのが、いざ不正・不祥事が発生した後、いかにこ

れに対応するかということです。事後対応を誤り、より傷口を広げてしまう

ケースは二次不祥事とも呼ばれ、そのダメージは元の不正・不祥事のそれを

はしがき

2



はるかに上回ります。逆に、事後対応が適切であれば、元の不正・不祥事に

よるダメージは最小限で済み、場合によっては組織に対する社会的評価をか

えって向上させることもあり得ます。二次不祥事の多くは隠ぺい、特に組織

的隠ぺい工作に起因します。比較的小さな規模の不祥事を隠し通せた「成功

体験」を有する企業等が、それより大きな不正・不祥事に直面して同様のパ

ターンで対応してしまったがゆえに致命的ダメージを受けるという例も少な

くありません。高度に情報化した現代において、情報は極めて短時間のうち

に世の中に拡散されます。特にマイナス情報の足の速さは尋常ではありませ

ん。「臭いものにふた」の態度では到底乗り切ることはできません。不正・

不祥事を繰り返す企業等はそのたびに対症療法的にしくみを変えるものの、

真正面から組織風土と向き合うことを避ける傾向にあるように思われます。

「守る」という発想ではなく、勇気をもって徹底的に膿を出すという心構え、

組織風土の変革に向けた真摯な意気込みが、結果的に当該企業等の競争力の

源泉ともなり、その「将来」を守ることにもつながるのではないでしょうか。

不正・不祥事という「負け戦」を貴重な経験として学び、次に生かしていく

しぶとさが真に強い企業等を作っていくのだと思います。

本書で取り扱う、いわゆる日本版司法取引（合意制度）は、企業等の役職

員が特定犯罪に関与するという重大な不正を引き起こした場合でも、それを

リカバリーする一つのツールとなり得る、新しいしくみです。「他人」の特

定犯罪の捜査・公判に協力する見返りに処分の減免というメリットを与える

というものですから、企業等としては、内部通報制度と同様に、不正の早期

発見にも役立つことになります。不正の芽を早い段階で摘み取ることができ

れば、企業等が健全な姿に戻る可能性もそれだけ高まるともいえます。他方、

この制度に対しては、たとえば、自分の上司を「売る」ことになるとか、企

業等が制度の対象となる場合、「とかげのしっぽ切り」になるのではないか

という見方もあり、心理的な抵抗を覚える方も少なくないと思います。また、

自分の処分を軽くしたいがために虚偽の供述や証拠を提供する危険性が内在
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することも事実です。

しかし、自社の役職員の特定犯罪への関与が事実として間違いないのであ

れば、それが重大な不正・不祥事である以上、社会的責任を負う企業等とし

ては、その事実にしっかりと向き合い、早期に所要の調査を遂げたうえ、速

やかに捜査機関に申告して真相解明に協力していくという姿勢が求められる

はずです。その結果、不正に関与した役職員や企業等が合意制度によるメリ

ットを受けられるのであれば、これを有効かつ適切に利用していくのが賢い

選択ではないでしょうか（合意制度と類似する独禁法上の課徴金減免制度も、

導入当初は機能しないと言われていましたが、導入後は、制度の利用が進み不正

の摘発と抑止に一定の効果があったという見方が一般的だと思われます）。

本書では、合意制度への実務対応を中心とし、それにとどまらず、企業等

において不正・不祥事が発生した場合の早期発見、調査・認定の方法、社内

方針の決定手続、監査役の役割からあるべきマスコミ対応まで、幅広く実務

上の論点をカバーし、さらには、クロスボーダー事案への対応のあり方にも

言及しております。その中で合意制度の適用事例も取り上げました。

第�章入門編は、合意制度の概要と企業活動への影響を簡潔に述べたもの

で、本書のサマリー部分です。

第�章制度編は、合意制度の内容をより詳しく述べた部分で、制度をより

深く理解したいという場合には有用です。

第�章実務対応編は、いくつかの想定事例を基に、弁護士と法務部員の対

話形式で、実務対応のあり方について説明した部分で、本書の言わば肝にあ

たります。

第�章番外編は、クロスボーダー事案への実務対応について、できるだけ

臨場感をもたせながら社内の動きを描写したものです。企業活動がグローバ

ル化している現在、欠かせない視点が含まれております。

事後対応事例編については、著名な不正・不祥事事例を集め、事後対応に
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おける失敗例と成功例に分類し、その原因等を分析したもので、事後対応の

あり方を考えるうえで、興味深くご参照いただけるのではないかと思います。

資料編には、本編の理解に役立つと思われる必要最小限のものを盛り込み

ました。

本書が、みなさまの合意制度に対する理解を深め、不正・不祥事事案への

実効的対応を検討される際に、少しでもご参考になれば幸甚です。なお、本

書における解説部分は筆者らの個人的見解であり、その文責は全て筆者らが

負うものであることを申し添えます。

最後になりますが、本書の企画、編集・校正の作業を担当していただいた

民事法研究会近藤草子氏に改めてお礼を申し上げます。

2019年（令和元年）�月

弁護士 山 口 幹 生

弁護士 入 江 源 太
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Ⅰ はじめに

いわゆる日本版司法取引とは、組織的な犯罪（企業等のかかわる経済犯罪

等）の解明を目的として導入された捜査・公判協力型の協議・合意制度（以

下、「日本版司法取引」または「合意制度」といいます）のことで、米国におけ

る同様の制度を参考に、2016年（平成28年）の刑事訴訟法（以下、「刑訴法」

または「法」といいます）の改正により新設され、2018年（平成30年）�月�

日から施行されています。

合意制度が実際に適用された例としては、2018年（平成30年）�月に起訴

された火力発電事業会社に係る不正競争防止法違反（外国公務員に対する贈

賄）の事案、同年12月に起訴された自動車メーカー元代表取締役会長に係る

金商法違反（虚偽有価証券報告書の提出）の事案があります。火力発電事業会

社に係る事案では、法人としての会社が合意制度の主体となって不起訴とな

る一方、元役員らが起訴されました。これに対し、自動車メーカーに係る事

案では、幹部社員らが合意制度の主体となって不起訴となる一方、元代表取

締役会長らおよび法人としての会社が起訴されるなど、いずれも興味深い点

が含まれています（☞コラム� 合意制度の適用事例14頁参照）。

Ⅰ はじめに
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なお、いわゆるリニア談合事件（独禁法違反：不当な取引制限の罪）につき、

同年�月、東京地検は、関与したゼネコン�社のうち、捜査に協力的だった

�社の担当者�名については、逮捕せず起訴自体も見送りましたが、否認を

続けていた他の�社の担当者�名は逮捕・勾留のうえ、起訴しました（法人

については�社全て起訴されています）。この事案は合意制度の施行前の事案

でしたが、このように、捜査へ協力したかどうかで処分等にはっきり差が付

けられた点で、合意制度の趣旨に通じる取扱いといえるものでした。

第�章 入門編
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Ⅰ 事例ア（内部型・上司 vs. 部下）

甲社の経理課長 Aは自分の遊興費を工面するために会社の資金3000

万円を着服していたことが判明し、甲社は A課長を業務上横領の被疑

者として検察庁に告訴した。

ところで、A 課長は、内部調査に対し、横領事件について当初から

素直に犯行を認めていたが、「営業本部長 Bから裏金を作るように指示

された。B 本部長の話では、営業担当役員である C 取締役の指示で裏

金を作り、乙市が発注する工事の入札業者に指名してもらうために、乙

市の土木建設部長の Dに現金を渡すということであった」という話を

していた。

この事例では、「他人」として、さらに公務員である乙市のD土木建設部

長もかかわってきますので、外部型にも該当してきます。

※関係者に成立する可能性のある犯罪

�Ａ：業務上横領（刑法253条）（法定刑は10年以下の懲役）、贈賄（同法198
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条）（法定刑は�年以下の懲役または250万円以下の罰金）

�ＢおよびＣ：業務上横領および贈賄の（共謀）共同正犯（上記罰条に加

え、刑法60条）

�Ｄ：受託収賄（刑法197条�項）（法定刑は�年以下の懲役）

〈甲社としての対応サマリー〉

① 甲社としては、速やかに調査体制を整え、A課長から十分なヒアリ

ングおよびその供述を裏付ける客観資料の確保に努める。併せて、B

本部長や C取締役からもヒアリングを行い、A 課長の申告が信用で

きるものかどうかを確かめる。

② A課長の申告が基本的に信用できると判断した場合には、甲社とし

て積極的に捜査機関へ協力していくとの方針を決める。

③ そのうえで、A課長およびその弁護人と十分な打合せをしたうえで、

A課長による検察官への協議・合意の申入れをサポートする。

④ B 本部長や C 取締役も、A 課長と同趣旨の供述をし、検察官との

協議・合意の意向を示している場合は、その実現性も見極めながら、

②と同様の対応をする。

⑤ 捜査協力の必要性に応じ、上記①の社内の調査体制は維持する。

⑥ 本件が、甲社のガバナンス・内部統制に起因し、また組織の風土が

影響していると認められ、十分な背景・原因の分析とともに再発防止

策の検討が必要と認められる場合には、捜査の進展を見つつ、第三者

委員会等の設置を検討する。

� 会社の上司・部下の関係で司法取引（合意制度）が問題と

なる事例

【法務部員】 先生、今日は、わが社の法務部で問題になっている件について

相談したいことがあり、うかがいました。

【弁護士】 久しぶりにお会いしましたが、Pさんが私の事務所に来るのは何

か困った問題が起きたときだけですね。今回はどのようなことが問題になっ

第�章 実務対応編／Ⅰ 事例ア（内部型・上司 vs. 部下）
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ているのですか。

【法務部員】 先生、そんな意地悪を言わないでくださいよ。

実は、弊社の経理課長の Aが競馬にのめり込み、馬券代を工面するため

に会社の資金3000万円を着服していたことが判明しました。会社では A課

長を業務上横領の被疑者として検察庁に告訴したのですが、横領事件につい

て内部調査をしていた中で、A課長が、「営業本部のB本部長から裏金を作

るように指示されました。B本部長の話では、営業担当役員である C取締

役の指示で裏金を作り、乙市が発注する工事の入札業者に指名してもらうた

めに、乙市の土木建設部の D部長に現金を渡すということでした」という

話を始めたんです。こんな話がいきなり飛び出してきて、法務部では扱いに

困ってしまっておりまして。

法務部長からは、「最近、新聞で読んだ『日本版司法取引』というものが

関係するのではないか」という話があり、先生に教えてもらってこいと指示

を受けました。

先生、「日本版司法取引」という言葉は聞いたことがありますが、どのよ

うなものなのでしょうか。

【弁護士】 A課長のことは私も知っていますが、競馬が好きでしたからね。

困ったものです。

ところで、法務部長のおっしゃった「日本版司法取引」というのは、正式

には「合意制度」といいまして、他人の刑事事件の捜査などに協力する見返

りに、自分の刑事責任を軽くしてもらったり、免除してもらったりする制度

のことです（☞第�章制度編18頁参照）。2018年（平成30年）�月から始まっ

た制度で、適用事例がまだ�件しかないので、あまりなじみがないかもしれ

ないですね。

【法務部員】 私もほとんど知識がありません。ただ、2018年（平成30年）、

有名自動車メーカーの元代表取締役会長の事件でこの司法取引が使われたと

いうことで、大きな話題になっていましたので、私自身もそうですが、社内

でも関心は結構高くなっています。社内のお偉いさんが「うちは大丈夫か」

� 会社の上司・部下の関係で司法取引（合意制度）が問題となる事例
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なんて、心配するようなことを言っています。それはそれとして、この制度、

ちょっと聞いた感じでは、なんだか、自分が助かりたいばかりに他人を売る

ようで、違和感をもってしまいます。ところで、今回の事件で、司法取引、

つまり、合意制度は、具体的にどのように関係してくるのでしょうか。

【弁護士】 たとえば、A課長が検察官に対し、B 本部長や C 取締役が行っ

たかもしれない事件の捜査について協力するということを約束して、A課

長が犯した事件について不起訴にしてもらうということが考えられますね。

B本部長や C取締役については何罪が問題になりそうですか。

【法務部員】 公務員にお金を渡したことですよね。贈賄罪（刑法198条）とい

うことでしょうか。

【弁護士】 そうですね。A課長には贈賄罪の共犯が成立する可能性もあり、

そちらを不起訴にしてもらうという可能性もあります。つまり業務上横領罪

については起訴、贈賄罪の共犯については不起訴という場合です。

ちなみに、合意制度の適用対象となる犯罪は、「特定犯罪」に限定されて

います（☞第�章制度編25頁参照）。賄賂を贈った側の贈賄罪も賄賂を受け取

った側の収賄罪（刑法197条）もともにこの特定犯罪にあたります（法350条

の�第�項�号）。

� 会社は司法取引の主体となるか

【法務部員】 以前、新聞で読んだ事件では、会社自体が合意制度で罪を免れ

たというようなことが書かれていたと記憶していますが、今回の件では弊社

自体は問題にならないのですか。

【弁護士】 さすがに法務部員だけあって、その手の新聞報道は気にかけてい

るのですね。感心です。確かに、合意制度の初適用事例では、会社が検察官

と合意することによって不起訴とされましたね（☞コラム� 合意制度の適用

事例14頁参照）。

そのケースは、外国公務員に対する不正の利益の供与という不正競争防止

法違反（不正競争防止法21条�項�号、18条�項）の罪に関するもので、会社

第�章 実務対応編／Ⅰ 事例ア（内部型・上司 vs. 部下）
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も両罰規定（同法22条�項�号）によって刑事責任の対象となるものでした

ので、会社が合意制度の当事者となりました。ただ、今回のケースで問題と

なりそうな贈賄罪には両罰規定がありませんので、会社が合意制度の当事者

となることはありません。

【法務部員】 同じ贈賄事件といっても、会社自体が処罰される場合とそうで

ない場合があるのですね。

ところで、会社が合意制度の当事者にならないとすると、会社として、今

回のケースについては、合意制度に関し検討する必要はないということにな

るのでしょうか。

【弁護士】 そんな他人事は言っていられないでしょう。仮に A課長の話が

本当だとしたら、役員が会社の業務を行ううえで犯罪を行ったことになりま

すから、会社にとって、大きな信用低下を招く深刻な事態です。そのような

不祥事が起きた場合に、会社がどのような対応をしたかということは社会の

厳しい評価にさらされることになります。会社としては、その社会的責任を

自覚して事態の収拾にあたり、一刻も早く社会的な信用を回復するために適

切な行動をとっていく必要があります。

【法務部員】 以前に弊社の役員セミナーに来ていただいた際にも先生はその

ようなお話をされましたね。不祥事が起きた際に会社が適切な事後対応を怠

れば、会社に対しても執ような捜査が行われ、イメージダウンにつながるし、

業務にも支障が生じるという話をされていました。逆に、会社が捜査に協力

して真相解明に積極的な姿勢を示せば、その会社は自浄作用が働いていると

評価されて社会的な信用を取り戻すことができるともおっしゃっていました

よね。

【弁護士】 そのとおりです。よく覚えていましたね。今回のケースでも、A

課長の話が信用できるのであれば、いくら会社の業務のうえで行われたこと

であったとしても、贈賄行為という犯罪によって利益を得ることなどあって

はならないことですので、会社としても、社会的責任を担っている以上、捜

査に誠実に協力しなければならないということになるのではないでしょうか。

� 会社は司法取引の主体となるか
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