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 毎月勤労統計調査に端を発した厚生労働省の統計不正問題。この問題の深層に迫る

会見シリーズの初回ゲストとして登壇した。氏は日弁連による「企業等不祥事におけ

る第三者委員会ガイドライン」の策定に座長として携わったほか、自ら格付け委員会

を設立するなど第三者委員会の第一人者として知られる。第三者委員会とはなんなの

か。名ばかりが横行するのはなぜか。基本から解説する中で「独立性、中立性、専門

性」が必須であると強調した。 

 統計不正問題における特別監察委員会については「あらゆる点から考えて適格性は

ない」「独立性の高い立法府が行うのが論理的には必然」と国会の場での真相究明を

求めた。 
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司会＝竹田忠日本記者クラブ企画委員（NHK

解説委員） きょうは、連日、国会で議論が続

いている統計不正問題を考えるシリーズの第

1回目です。 

統計不正問題も、論点がどんどん拡大してい

まして、最初は、ちょっと統計がおかしいので

はないか、賃上げの上昇が高めに出ているので

はないか、これは去年からエコノミストの間で

問題になっていて、実はこれを最初に報道した

のは西日本新聞なんですね。西日本新聞が去年

の 9 月に「統計所得過大に上昇」。今問題にな

っている基本的な図式は、ここで西日本新聞が

一番最初に記事として明らかにしています。そ

れをあと「朝日」がさらにその詳細を年末に書

いて、年明けに政府も言い逃れができなくなっ

たということで、どんどん問題が拡大してきて

いるわけです。 

最初は、何でそんなでたらめな不正を行った

という、まさしく統計の問題だったのが、その

後は、今度は事後対応のまずさが火に油を注い

だ。第三者委員会と言ってつくった調査委員会

が、そもそも調査手法も結論もとても納得のい

けるようなものではなかったことも明らかに

なって、これまた大きな問題になって、さらに

いまはアベノミクスそのものの正当性、アベノ

ミクスの成果とされる賃上げそのものが、実は

信用できないデータに基づいていたのではな

いかというふうに、どんどん話が大きくなって

きてしまっている。何か底なしの様相を呈して

いるわけですね。 

そこで、今回、この統計の問題、事後対応の

問題、それから、いま非常に問題として議論さ

れている霞が関の官僚問題、主にこの 3点の問

題について幅広い視点から専門家の方にお越

しいただいて考えようということで、きょうは

その第 1回目として、第三者委員会に詳しい久

保利英明弁護士にお越しいただきました。 

そもそも第三者委員会に公的な定義がある

わけではありません。そこで、多くの企業がこ

の第三者委員会を不祥事のときにつくる時に、

スタンダード、基準としているのが、日弁連が

つくった「第三者委員会ガイドライン」です。

久保利さんはそのガイドラインを作成した委

員のお一人でもあります。その後、第三者委員

会格付け委員会というのを有志で立ち上げら

れて、いろんな企業の「第三者委員会報告書」

というものが本当にそれでいいのかという評

価もずっとされている。第三者委員会について

は専門家であり、この分野では最もご活躍の方

のお一人であります。 

きょうはまず１時間、久保利さんのお話をお

聞きして、残り 30 分で質疑応答という流れで

行きたいと思います。司会は、ＮＨＫ解説委員

の竹田が務めます。 

それでは、久保利さん、よろしくお願いしま

す。 

「格付け委」とは何なのか 

久保利英明弁護士 皆さんこんにちは。ご紹

介いただきました弁護士の久保利英明と申し

ます。 

きょうお手元に、会見のレジュメをお配りい

たしました。それから、もう一つ、先日、朝日

新聞の志村記者のインタビューを受けたんで

すが、この人は、特別監察委員会というのが何

なんだということを根掘り葉掘り私にお聞き

になりました。ほとんど私のインタビューその

ものが掲載されたのがこの記事でございます。

これは多分、基本的なところで参考になるかな

と思って、これもお配りしました。 

それから資料がありまして、まず資料 1 は、

私の経歴書のうちの第三者委員会に関連する

経歴部分を抜き出した資料でございます。 

資料 2が、昨年の 2月 6日、第三者委員会報

告書格付け委員会の委員長として出した声明

です。 

神戸製鋼のケースですけれども、「名ばかり

第三者委員会」というのをつくるし、社外役員

がちゃんとリーダーシップをとっていないこ

とを批判したものです。 

そもそもわれわれは、日弁連の業務改革委員

会の中のＷ.Ｇでしたそのチームで「何かガイ

ドラインがないとだめだ」というので、一体、

第三者委員会とは何か、どういうルールでこれ
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をつくったらいいのか、第三者委員会の報告書

の書き方みたいなものを説明するためのブッ

クレットをつくりました。 

資料 3 はその本の、「はしがき」です。これ

はちょっとボリュームがあるんですけれども、

2011 年 2 月にこの本をつくることになりまし

た。そのときの肩書は、ものすごく長い肩書な

んですけれども、「日本弁護士連合会弁護士業

務改革委員会  企業の社会的責任（ＣＳＲ）と

内部統制に関するＰＴ（プロジェクトチーム）

内  企業不祥事における第三者委員会に関す

る検討チーム  座長 弁護士 久保利英明」。と

ても一息で言えないような長い肩書をいただ

いて、できたものは日弁連の弁護士業務改革委

員会がオーケーをしたものであるということ

で、その本の「はしがき」にかなり詳しく、当

時の経緯が書いてあるのでお配りしました。 

そして出版されたのが、何と 2011年 3月 15

日という、3.11のちょっと後でございまして、

日本中大混乱の中でガイドラインというもの

を公表したということになります。 

その次の資料 4 は、「第三者委員会報告書格

付け委員会」とは何だということで、この委員

会のメンバーを紹介しております。現在のメン

バーでございまして、できてから約 5年たちま

したので、若干の入れかわり、あるいは亡くな

った方もいらっしゃいますけれども、そういう

中で今のメンバーがこの 9 人だということで

あります。 

第三者委のあるべき姿とは 

実はこのガイドラインができる前から第三

者委員会はあったんですね。その第三者委員会

の主たるメンバーは弁護士です。ところが、金

融庁、あるいは証券取引等監視委員会の方から

こっそり私のところへお話がありまして、弁護

士さんがやっているものは世の中ではみんな

信用しますよと。信用するんだけれども、実は

自分たちの目からみていると怪しいものも多

い。どうも弁護士さんは誤解をしているのでは

ないか。それは会社の代理人、民事の代理人、

あるいは刑事の被告人の弁護人のつもりで、第

三者委員会というのをやっていませんかと。ふ

だんのお仕事である弁護士というのは依頼者

に寄り添って一生懸命、この人を有利に運ぶと

か無罪にするとか、そういうことをお仕事にす

るのはわかるんですけれども、第三者委員会っ

てそうではないのではないでしょうか、という

忠告がありました。 

第三者委員会は確かに依頼者から金をもら

っているようにみえるけれども、社長さんのポ

ケットマネーで雇われているわけではないん

ですね。会社の金というのは誰の金なのか。考

えてみれば、従業員は本来働いた分よりもちょ

っとしかもらっていない。労働分配率 100％な

んていう会社はないわけですから。そうすると、

従業員から搾取している部分があるでしょう。

あるいはお客に原価割れで売っているなんて

いう商品はないわけですから、お客様からも利

得を得ています。当然、利益を全部株主に配当

するという会社もないわけですから、株主から

も利益を取っています。 

そう考えてくると、それは経営者からもらう

のではなくて、会社のトータルの財産の中から

もらっているお金でしょう。そうすると、その

お金をもらってやる調査が、社長さんを何とか

免責しようとか、あるいはこの会社は悪くない、

内部統制もしっかりしているなんていうこと

を無理やり言うような報告書はあり得ない。お

金をもらっているからだめなのではなくて、そ

のお金の趣旨がわかっていないからそうなる

んだ、ということになりました。そこを何とか

しないと弁護士全体の評価、あるいは信用が落

ちますよ。こんなふうに言われたんです。 

確かにそうだ。考えてみたら、普通の弁護士

の仕事というのは全部、依頼者の味方なんです。

敵をやっつけて依頼者を助ける、これが弁護士

の本来業務だとみんな思っています。これは間

違いではありません。だけど、第三者委員会と

いうのは、その会社、あるいは経営者を少し突

き放して、違う立場からこれをしっかり見直す

のが本来の役割。すなわち、オールステイクホ

ルダーのために報告をするんだ、調査をするん

だ、こういうものではないかと思っています。

したがって日弁連の中でも、この第三者委員会

の委員が会社のために戦って何が悪い、捜査当



4 
 

局と争って何が悪いという意見がありました

けれども、「いや、これは違うんですよ。まさ

に公認会計士さんが監査法人として会社の決

算というものをみるときに、会社からお金をも

らっているから会社の言うとおりなんていう

ことをやったら、それこそ公認会計士の地位そ

のものが疑わしくなりますし、監査法人は潰れ

ます」と。そう考えてみれば、普通の弁護士業

とは違う原理でやるんだよということをしっ

かり知らさないと問題だと思って、このガイド

ラインというのをつくりました。 

私どもとしては相当熱心に議論してこのガ

イドラインをつくりましたので、「さあ、これ

ができれば、みんな今まで誤解をしていたんだ

から何とかちゃんとしたものができるだろう」、

こう思っておりましたら、これが公表された

2011年、12年、13年、相変わらずへんてこな

第三者委員会が出てくるわけですね。これは困

ったなあと。ということは後で評価をしなきゃ

いけない。格付けをしなきゃいかんだろう。こ

れで日弁連に、「せっかくガイドラインまでつ

くったんだから、格付けもやろうよ。日弁連の

名前でやろうよ」と言いました。そうしたら日

弁連は、「それはちょっと待ってくれ。なぜな

らば、全ての弁護士が強制加入をしている団体、

そして、国庫からは一銭の補助ももらわない、

交付金もなければ何にもない、そういう自主独

立の自治団体である日弁連が、自分のメンバー

であるＡ弁護士の報告書はなかなか立派であ

るとか、Ｂさんがやったのは箸にも棒にもかか

らんとか、こういう評価はしにくい。すべきで

ないと思うよ」と言われて、断られてしまいま

した。 

格付け委員会は手弁当で 

断られてしまったけど、しかしそれで放って

おいていいのか。ガイドラインを書いた人の責

任もあるのではではないかという声が出てき

ました。「ガイドラインをつくる座長までやっ

た久保利さん、あなたが責任をとって、何とか

そういう格付け機関をつくれ」と言われてしま

いました。「それではしようがないから“勝手

格付け委員会”をつくるか」ということになり、

ホームページをつくらなきゃいけないし、いろ

いろ経費もかかるけれど、「わかった」と言っ

てメンバーでお金を出し合ってホームページ

をつくって、われわれが格付けした結論をここ

に公表しましょう。こんなふうになりました。 

ということで、長い話ですが、最初は金融庁

や証券取引等監視委員会から文句を言われ、ガ

イドラインをつくり、それでもだめで、格付け

委員会をつくりました。今度は格付け委員会か

ら逃げるために第三者委員会と言わないよう

にしようとか、あるいは、もし運悪く格付け委

員会につかまりそうになったらばもう公表し

ないということで、全部隠してしまおうとする

企業が出てきました。そうすると、何のために

そういう外部の委員会をつくったかわからな

いようなことになっていったという流れがあ

るわけですね。 

そういう意味でわれわれとしてはまだまだ

道途中であると考えておりまして、初めは格付

け委員会をつくって、まあ 3年も格付けをすれ

ば相当厳しい格付けができる。大体みんなボラ

ンティアでやっていますから、そうすると年間

にいくつやれるかと考えてみたら、四半期に 1

つ、3カ月に 1つやるのが精いっぱいだろうと

いうことで、今まで 18 やってきて、今年 2 月

22 日の夕刻、19 個目の第三者委員会の格付け

を行うことにしました。それは東京医大の不正

入試、この報告書が合計 1 次、2 次、3 次と出

たものですから、これをやりましょうというこ

とで、トータル、今月中には 19 の報告書をチ

ェックしたことになります。 

そういう意味で、私としてはそれなりにやっ

てきたんですが、初めは 3年ぐらいで終わろう

よ、みんな疲れるし無給だし。これは結構大変

なんです。一体どこを選ぼうかというだけでも

いろんなものがあります。次に、それを選んだ

らば、中には 300ページなんていうものもある

わけですね。200 ページ、300 ページのものを

読んで厳しい評価をするわけですから、間違い

があったりすると「このバカタレ、何を考えて

いるんだ。お前らのほうこそ格付けを偽装して

いるのではないか」と言われてしまいますから、

一生懸命読まなければいけない。 
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大変なんですけれども、しかし考えてみると、

いまだに「すばらしいね」という報告書に、全

てがなったわけではない。「やっぱり問題があ

るね」ということなので、「まだ続けましょう。

また次の年度も頑張ろう」ということで、2月、

5月、8月、11月という 4回やっていて、また

2019年もやりましょうということになって、5

年経ちました。多分このままだと 20 年も、東

京オリンピックが終わってもまだやっている

かもしれませんけれども、少しでも早くいいも

のができればいいなと思っています。 

そこで、レジュメのほうに戻りますけれども、

そもそも、では第三者委員会って何なんだとい

うところから、基礎的なところをお話ししたい

と思います。 

われわれとしては、主としてこの第三者委員

会のガイドラインをベースに考えているわけ

ですけれども、そもそも第三者委員会って何か

というと、別に会社に限るわけではない。団体、

組織、こういうものが何らかの不始末をしたと

きに、そこで経営を行っているトップの人と契

約をして、第三者委員会の委員長が委任契約を

結ぶ、こういうことになっています。 

では何をするのかというと、3 つあります。

1つは、事実調査を徹底して行う。当然これは

ヒアリングも入りますし、稟議書等の書類をみ

せてもらうこともありますし、アンケート調査

をするというのもありますし、いまはほとんど

の第三者委員会で、「デジタルフォレンジック」

と言いますけれども、コンピューターとか携帯

電話とか、これを全部お預かりしてチェックを

して、キーワードをベースにして、そこから一

体どんなやりとりが、この会社の中ではこの問

題について行われていたんだろうかというこ

とを徹底調査します。まさに調査委員会である

というのが 1つの役割。 

2 番目の役割は、いくら調査したって何が本

当の原因なのかわからないと対策のしようが

ない。この会社を、あるいは組織をよくしよう

というのが第三者委員会の目的ですから、そう

すると真因究明――本当の原因、ルートコーズ、

これが何だったのかを徹底究明しましょう、こ

れが 2番目の役割ということになります。 

そして 3 番目は、「真の原因がわかったぞ」

と言っただけでは、まだこの会社は何も変わっ

てないわけですから、何をしでかすかわからな

い。そこで、「再発防止のための提言もやって

くださいね」というのが、３つめ。調査をし、

真因を究明し、再発防止のための提言をする、

この 3つが第三者委員会の役割です、というふ

うに定義づけたわけです。 

独立性と中立性を核に 

その後 2016 年になって、東証を傘下に置く

ＪＰＸ（日本取引所グループ）の自主規制法人

も第三者委員会報告書の重要性に注目しまし

た。われわれはほとんど孤軍奮闘でやっていた

わけですけれども、たまたま私が自主規制法人

の外部理事を務めていたとか、あるいは日本取

引所グループの社外取締役をやっていたとい

うようなこともありまして、「応援するよ」と

言ってくれました。 

そこで、自主規制法人が「不祥事対応プリン

シプル」をつくってくれました。これは何かと

言うと、不幸にして不祥事が発生してしまった

ときに組織は何をすべきなのか。その不祥事が

組織や企業の価値を著しく侵害したという場

合に、第三者委員会も選択肢として考えなさい

というプリンシプルです。企業や組織が自分で

自分をきれいにする自浄能力があることが、組

織としての継続性、サステイナビリティーにと

ってすごく大事ではないか。 

悪いことをしたからすぐ警察を呼んで捕ま

えてくれというのでは、健全な資本主義も民主

主義も根づかない。自分で自分のことを剔抉し

て、「こんなひどい体になっていました」と自

ら認識できたらすごくいいではないかという

ことになりました。自浄能力を大事にしよう。

それができてそれを対外的に示したらその組

織は復活できる、こういうことになりました。 

そのためにはどういう第三者委員会が必要

かと言うと、なれ合いはだめ。仲間内で一緒に

なってベタベタしていてはだめです。そうする

とどうするか、独立性、中立性、これは絶対必

要でしょう。「会社とは何の利害関係もありま

せん」という弁護士や会計士や専門家を集めて、
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その人にお願いしようとうことになりました。 

そうすると、業務執行に失敗してしまった社

長さんにはそんな資格はない。そうなると、社

外取締役とか独立社外取締役、独立社外監査役

など、こういう人たちが、この弁護士だったら、

この会計士だったらいいのではないかと人選

してつくったらいい。独立性、中立性、主体性、

自立性。そして、下書きなんかを依頼した会社

に書かせたらえらいことになるから絶対に「た

たき台」などというのを依頼者にやらせたらい

けません。 

「起案権」という言葉があります。弁護士が

裁判所へ出す書類なんかを起案するわけです

が、そのときの権利を「起案権」という名前で

表示いたしました。下書きすらさわらせない。

それから「ロジスティック」。これも、ロジス

ティックをやる事務局というものが一番偉く

なってしまうというのは、あらゆる組織の一般

的な傾向だと思いますから、ロジに組織の人を

入れてはいけない。こういうことまで言いまし

て、とにかく起案権を確保して、主体性と自立

性を委員会が持たなければいけない。 

そして、委員会としては、集めるだけ集めた

証拠をベースに自由な心証を形成する。これは

裁判でも「自由心証主義」というのを、裁判所

が持っていますけれども、まさに第三者委員会

は、あれこれ指図をされることなく、依頼者に

言われることなく、依頼者が何と言おうと、自

分の自由な心証に基づいて結論を断ずるとい

うことが必要ですね。このようなことをこのガ

イドラインの中に書きました。 

そうなってくると、どんな調査スコープでや

ってくれとか、調査手法への注文とか、事実認

定はあそこのところヤバイからちょっと書き

かえてくれとか、こんなことは一切言えません

よ。なぜならば、本当の依頼者は経営者ではな

くて、オールステイクホルダー、従業員や株主

や取引先や、その商品を愛用しているユーザー

たちが、実は真の依頼者なんです。 

おまけに、マーケット、証券取引所の信用も

かかっています。こんなわけのわからんことを

やってとんでもないことをするような会社が

上場会社で残っているのか。だったら上場廃止

にすればいいではないかと言うけど、でも上場

廃止にすると株主さんが迷惑をこうむるんで

すね。その会社の株主さんの株は売れなくなっ

てしまうし、自分の持っている株の価値はゼロ

になってしまうし。それは、「経営者が悪かっ

たのに株主にその罰を加えるというのはおか

しくないか」という議論もあります。 

自浄能力を対外に示す 

ということは、やっぱり自浄能力があること

を自分で示して、「おれの腹はこんなに黒かっ

たんです」というのを見せることによって、「も

うここを全部取り除きましたら大丈夫ですよ」

とみずからやるのが一番よくて、その手術をす

るのが第三者委員会だ。夢物語みたいでもあり

ますけれども、しかし理想形をわれわれとして

は追求をしたというのがこの第三者委員会で

ございます。 

そういう意味では非常に理想形なんですが、

では本当のところはそんなに権限があるのか

と言うと、先ほど竹田さんがおっしゃったとお

り、何の法律上の根拠もありません。全くのソ

フトローです。そうすると、会社と、あるいは

その組織と信頼感に基づいて、あの人たちが一

生懸命調査をするんだから組織としても協力

しなければいけないでしょうとなり、従業員や

大勢の関係者の人たちに「ぜひ協力をしてくだ

さい。真実を述べてください」とお願いできる

ことになる。 

そういう人たちの協力のもとに、あるいは会

社の持っているあらゆるデータ、サーバーに入

っているようなデータは全部みせます、これを

全部みて、フォレンジックをやってくださいと

いうことになると、特捜が見込み捜査をやって

ストーリーをつくって「こうなんだろう、ゲロ

しろ」と言ってさんざん机をたたくよりは、ず

っと真実に迫れるのではないかという期待も

ありまして、こういうものをつくりました。 

逆に言うと、そういう信頼感、そしてその信

頼に値するだけのスタッフとその委員の人た

ちがいなければ、調査なんかできっこないです。

厚労省にも特別監察チームという立派な先生
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たちがいらっしゃいますけれども、「本当に大

丈夫か。独立性、中立性、専門性は本当にある

んですか」ということになっていくわけであり

まして、そういう意味では、「第三者委員会の

理想とはこういうことだとわれわれは考えま

した。そしてそれを日弁連がガイドラインとし

てオーソライズして、これでやろうということ

になった」というのがいきさつでございます。 

誰が誰に委嘱するかは、ここに書いたとおり

でございまして、要するに業務執行者が依頼を

するわけではない。本当は業務執行者なんか出

てこないほうがいいんだけれども、契約をやる

と代表取締役がいないと会社は契約が結べな

いことになるので、形の上ではそうしますが、

本当の心としては、オールステイクホルダーが

この契約を結ぶんです。たまたま仮の代表者と

して社長さんというのがやるだけです、こうい

うことにしたわけであります。受けるのは第三

者委員会の委員長です。 

委員長選びが重要に 

第三者委員会というのは、委員長の権限とい

いますか、実際上はかなり責任が重い。だから、

第三者委員会の委員長が誰かと聞いただけで

大体その委員会がどれくらいのものかはよく

わかるわけですね。特にわれわれのように 4

年間で 20 近くも全部検査をしていて……。こ

の 20 やるということは、それ以外に倍以上の

ものを読んでいるんですね。ここはあまりおも

しろくないからこれよりはこっちにしようと

いうふうにやっているわけですから、40、50

読んでいるわれわれからみると、もう大体わか

るんです。「あっ、この人のは真っ当かもしれ

ない。しっかり追及するかもしれない」、「あ、

これはだめだわ」というようなリストが暗黙の

うちにわれわれの中では共有されています。そ

ういう意味では、誰に委嘱するかはすごく大事

であります。 

そして、委嘱をする目的は何なのかというと、

先ほど来申し上げているように、結局は再発を

防ぎたいわけですから、二度とこういうことを

起こさないためには何をしたらよいのか、これ

をしっかりみつけてください。それを提示して

ください。基本的に会社なり組織なりは、「お

っしゃったことを原則全部やりますよ」という

握りになっているわけですね。言われたけどや

らないなんていうのでは本当はおかしい話で

ありまして、言われたことは全部やりましょう、

ただ時間がかかることもあるかもしれないし、

コストがかかることがあるかもしれない。そう

いう一定の条件はありますけれども、基本は、

委員会が「こうしなさい」と言ったことは全部

守ります、というのが会社側のスタンスになり

ます。 

逆に言うと、委員会のほうも、「会社ができ

っこないことを言ってもしようがない。だけど、

できないかもしれけど、これ挑戦してよ」とい

うことはやっぱりわれわれとしては提示をし

て、やれるかどうかわからないけれども、そこ

はどうやったらやれるようになるかお互いに

知恵を出し合いましょう、こんなことになりま

す。 

そういう意味で、われわれとしては少しでも

いい第三者委員会の報告書を出したい。そうい

う意味で言うと、監査法人とかなり似ていると

思います。監査法人は、だめなものは「だめ」

と言い、いいものは「いい」と言う。監査法人

の場合には提言はしません。監査法人は評価を

するだけ。「とてもじゃないけど、まともでは

ない」という評価になるのか、「あ、これでい

いでしょう」ということになるのか。だから第

三者委員会はもっと難しくて、「これでいいで

しょう」なんていうことはなかなかないわけで

すから。しかも、「どんなことをやったらいい

んでしょうか」ということは会社のほうがむし

ろ詳しいかもしれない。そうなってくると、第

三者委員会と会社で共同して力を合わせて、御

社のこういう状況では何をしたらいいだろう

か、ディスカッションもしなければいけない。 

そういう意味では、いくつかの第三者委員会

の中で、「最初の調査の結果と本当の原因、真

因、ここまでは前半として出します。ただし 3

番目の提言についてはもうちょっと時間を下

さい」と言って、「後編の分は別編で提出をし

ます」という報告書もあります。これはやむを

得ないことだと私は思っていますし、私も委員
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で参画したアクリフーズという会社の臨時従

業員が農薬を冷凍食品の中に入れてしまった

という事件では、原因はわかりました。だけど、

こういう事件を防ぐためには何をしたらいい

のだろうか。これはいろんなアイデアがあって

難しかったので、それは第二弾ということで対

策については別途切り離して提言をしました。

その提言をつくるときには、会社のトップと本

当にじっくりと話をしました。そうしたらすご

い案が出てまいりました。 

不祥事テコに会社を変革 

トップが言うには、この失敗はホールディン

グスをつくったことにある。結局、マルハ、ニ

チロ、この 2つが統合するというときに、マル

ハニチロホールディングスという会社をつく

りました。これが一番頭にありますけれども、

頭といったってここは空っぽなんですね。実際

はマルハという会社とニチロという会社 2 つ

が動いている。アクリフーズというのは、この

ニチロ食品の下にぶら下がった、ホールディン

グスからすれば孫会社みたいなものです。ここ

について品質保証部はあるんだけれども、十分

な機能を発揮しなかったし、お客様サービスセ

ンターも十分機能が発揮できなかった。人間が

少なかったからですね。 

そこで彼らはどうしたか。考えに考えた結果、

ホールディングスをやめてしまおうというこ

とになりました。そして、マルハとニチロと、

これを全部一緒にガラガラポンで統合してし

まって、これでいわば事業持ち株会社にしまし

ょう。みずから事業をしながら持ち株にします。

アクリフーズもこの中に入れてしまいましょ

う。ほかに自分の傘下会社で上場していた会社、

これも統合してしまいましょうという、まさに

ドラスチックな案をつくりました。そうすると

品質保証をやっている人たちが4つも5つもの

会社からみんな集まりますから、大きな品質保

証部がつくれます。お客様相談部もスタッフが

非常に潤沢にいます。 

そうすると、組織が大きくなるとその組織の

力が強くなるんですね。今までは、品質保証部

というのはどちらかというとどんどん分断さ

れていって、みんな言うことを聞いてくれなか

った。ところが、品質保証部という新しい大き

な部ができて、そこの責任者は常務さんがなっ

たんです。そうすると、常務か専務か、それく

らいのポジションにいると、やっぱりみんな品

質保証部の言うことを聞くようになるという

ことで、すごく変わりました。 

そういう意味で、とんでもないことが起きた

わけですけれども、しかしそれをテコにして、

会社そのものを変えてしまえということにな

った。 

過酷労働というので大きな話になったゼン

ショーという会社がありました。「すき家」と

いう牛丼屋さん。ここは私が委員長として第三

者委員会の報告書をつくりました。 

そのときにはわれわれとしては対策として、

とにかく 2,000店舗もあるんですから、これを

品川の本社が全部コントロールするのは無理

だと思って、どうしたらいいかと聞きました。

そうしたら、ゼンショーホールディングスの役

員たちが、「いや、私も難しいと思っていたん

です」。「全国を 7つか 8つの地域本社に分けて

しまいましょう。そして大体、本社の目が行き

届くのは 300ぐらいまでだから、地域ごとに店

舗を 300束ねて 1本社として、東北だ、北海道

だ、北日本だ、あるいは中国、四国、こういう

ところを全部切り分けて 7 つの会社にしてし

まいましょう」、こういう提言が実は調査をし

ているうちに出てきました。 

「なるほど、わかりました。それは僕らが、

こうやれ、あんなふうにやれと言ったってわか

らないだろうから、もう君たちが考えなさい。

これはわれわれは提言の中身からは外します。

とにかく分社をする。そして 1つの本社が 300

ぐらいを面倒みる。そして地域によって特性を

出していく」。そういう経営方針だとわかった

ので、「その具体的中身はちゃんと自分らで考

えてやってよね。ただし、報告書ができたとき

には、こんなふうにやりますというのを皆さん

方がお客さんや株主や従業員にちゃんと約束

できるようにしてください」と。彼らはあっと

いう間にそれをどんどん進めて、本当に報告書

ができて公表したときには 7 つの本社があっ
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て、それぞれに 250から 300ぐらいの店がくっ

つく、こういうスキームをつくりました。現に

それが動き始めました。 

このように、ある意味では経営者と一緒にや

らなければいけないんだけれども、経営者に忖

度して、やさしいことを言っていたのではだめ

なんですね。「えっ」と驚くくらいの厳しいこ

とを言わなければいけない。 

そして、委嘱費用は誰が負担するのか。これ

は会社でございます。しかし、会社が負担する

ということは、実際はオールステイクホルダー

が負担するんですよ。企業価値の維持、回復の

ための株主の共同費用と考えてくださいね、と

いうことです。 

みんな、第三者委員会をやると言うと、「え

らいコストがかかるんだろう。どこどこは 10

億円かかったそうじゃないか」というようなこ

とをおっしゃいますが、確かに 10 億かかった

会社もあるように聞いています。だけど、私が

ゼンショーでやったケースは 1 億円はかかっ

ていません。フォレンジック費用も全部入れて

数千万円で終わっています。一番小さいところ

だと 1,000万円ぐらいでできます。だけど、会

社が本当に危機存亡のときに 1,000 万円で信

頼回復ができたらば安いものではないかと僕

は思うんですね。「久保利さんは、もらう方だ

から安いと言っているけど高いよ」と言う人も

いますけれど。 

1 つケースをご紹介いたしますと、ゼンショ

ーホールディングスで第三者委員会の調査が

入るころ、すなわち不祥事が起きたとき、時価

総額が約1,000億円から 1,200億円くらいでし

た。これは、事件が起きたせいで少し目減りを

したんですね。事件の前は時価総額が 1,500

億円くらいあったんですが 1,200 億円ぐらい

まで落ちました。それで、第三者委員会が入る

ぞということになりました。 

そして、第三者委員会が報告をつくっている

最中、株価の下落はピタッととまりました。そ

して第三者委員会の報告書が出ました。その報

告書が出て、私どもが会見をし、そして会社側

が、われわれの会見が終わったすぐ後に会社と

しての記者会見を行いました。ものすごい数の

記者さんがお見えになりましたけれども、そこ

で会長が、「大変に厳しい報告書を頂戴しまし

た。私も先ほどもらって腰を抜かさんばかりに

驚いた。自分の会社ってこんなひどいことをし

ていたのか。だけど、この第三者委員会がこう

だと言って証拠もある。アンケートもある。や

める人たちが書いていった文書もある。それを

みると、私は残念だけれどもやっぱりこうだっ

たんだと、思わざるを得ない。だから、提言は

全部受け入れてやります。提言とともにわれわ

れが検討していた 7 分社というのもすぐに着

手をいたします」と社長がすぐ発表しました。

ということは、本気でここはやるんだなと記者

さんもご理解されたと思います。 

約 1年で時価総額 2倍 

結果的には、そこからあと若干時間がかかり

ました。どうしてかというと、いろんなことを

やるのにやっぱりコストがかかります。それか

ら「ワンオペは全部やめます」と言って、1人

で深夜やるのは全部やめました。そうすると店

を閉めなきゃいけません。店を閉めると、では

人員配置をどうする。このいろんな細かいこと

もありますというので、決めた後本当にできる

までは数カ月かかりました。でも、これは本当

に始まったんですね。本当にそういうことにな

った結果どうなったか。 

株価は、第三者委員会の報告書が出た途端に

上向き始めました。そして本当に変わってきて、

業績が実はよくなってきたんですね。何でよく

なるのか。賃金を上げたんです。賃金を上げる

ということはどういう意味があるかと言うと、

実はそのときまで大変な苦労をして、シフトを

考えたり、店長をいろんなところへ張りつけた

り、いろんな無理をしていて、うつ病になる人

もいれば体を壊す人もいるというのが、いなく

なった。そうなってくると、実は労働組合も大

変喜んで、「これだったら自分の友達を誘って

こられますよ」ということになって、すごい高

い金をかけて人員募集をするのではなくて、ど

んどん従業員の友達がまた入ってくれるよう

になってきた。そういう意味で、実は従業員の
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補充がすごくしやすくなってきて、逆に店はち

ゃんとフルに開けられるようになってきた。そ

してワンオペしないで済むようになって、2人

体制でやれるようになっていった。業績はどん

どん上がります。 

ということで、1,500億円ぐらいの時価総額

だったのが、あっという間に 2,000億円になっ

て、2,500億円になって、倍の 3,000億円にな

るまでに 1 年ちょっとぐらいしかかかりませ

んでした。ということは、フォレンジックを含

めて、われわれのコストが 1億円はかかってい

ません、7,000～8,000 万円です。それに対し

て時価総額が倍になって、1,500億円ふえたん

です。オール株主からしてみたら、「これはい

いや」という感じになります。しかも、ここは

創業者会長というのがおりまして、この人が、

実は発行済み株式総数の 2 割以上持っていま

した。2 割ということは、1,500 億のときには

300 億円の時価総額を自分は持っていた。それ

が倍になって 3,000億円になった。600億円の

金持ちになってしまったんですね。 

とんでもない不始末を起こしましたけれど

も、その結果、それを全部きれいに自浄作用と

して直したということで、自分の財産がふえた。

「何か第三者委員会利得みたいなものですね」

というふうに私言われたことあります。「久保

利さんも株でももらったんですか」。冗談じゃ

ない、第三者委員会は独立性と中立性が生命で

すから、そんなもの一切もらっていませんし、

成功報酬なんていうものも全くもらっていま

せんよ。タイムチャージでやるだけで、僕はタ

イムチャージは非常に高いんですけれども、こ

ういう第三者委員会のお仕事は大体その金額

の半額ぐらいでやっているんですね。そういう

意味で言うと全然僕はもうかっていない。ただ、

そういう牛丼屋さんのチェーンがちゃんと 1

つ復活をした。そしてそのファンの人たちが、

「いやあ、店が開いてよかった」と言って食べ

てくれたら、それはそれでとってもいいことだ

と僕は思いました。そういう意味で、会計士さ

んも必要ですし、いろんなことが必要ですけれ

ども、苦労はいろいろ絶えないが社会の役には

立っているかなというのが実態でございます。 

不可解な「厚労省特別監察委」 

例えば、ロジがどうだとか、あるいは従業員

を使っていいのかと。今回の特別監察委員会の

お話でも、調査をされなければいけない人が調

査する側に座ってしまったりしているわけで

す。官房長のことです。全く何を考え違いして

いるのかわかりません。それから、第三者委員

会の委員長さんは大変立派な方だそうですけ

れども、しかし、自分が外郭団体の理事長さん

もしておられて、その外郭団体には二十数億の

補助金が出ている。 

「いやあ、ちょっと感覚が違うな」と思うの

は、普通は、例えば顧問弁護士をやっていたら

絶対その会社の第三者委員会の委員長なんか

やりません。知り合いであってもやりません。

子会社の顧問をしていてもやりません。それが、

自分がトップをやっている組織が補助金を二

十何億もらっていて、自分が利害関係がない第

三者だと思う、その発想はどこから来るんだろ

うかと。僕には理解できない。 

ということは、第三者委員会を全くわかって

いないか、補助金というものは利害関係とは関

係がない話だとご理解になっているか。僕には

理解しがたいし、補助金を出している役所が

「あなた、第三者委員会の委員長をやってくだ

さい」と言うことも理解できません。だけど、

官房長が調べる側に回ってしまっているとい

うんだから、それもあり得るのかなと。ただ、

あまりにもレベルが低いので、さすがに第三者

委員会をつくるときにはガイドラインぐらい

読んでくださいと、本の宣伝をしたくなります。 

そういう意味で、一般的には職員とか従業員

というのは、基本は使いません。ここにも書い

たように、一定の手当てをした上でやることは

ありますけれども、私も厚労省の第三者委員会

の調査をやったことありますけれども、そのと

きには野村修也さんが委員長で、このときには

厚労省や社保庁の職員を用いることは一切し

ませんでした。そして、部屋は 1部屋、厚労省

の中に調査委員会の部屋をつくりましたけれ

ども、この鍵は野村委員長が持っていて、一切、

ロジスティックも何も全部、野村先生の事務所

の若い弁護士さんにやってもらいました。だか
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ら、厚労省は知っているはずなんです。これは

今から 10 年ぐらい前の話です。そのときの記

録もちゃんと持っていないのだとすると統計

なんてやれる資格はないと思うくらい、実はお

粗末だと僕は思います。 

そういうことで、調査期間については 2カ月

は最低必要。まあ 3カ月から 4カ月かかってし

まうこともあると思います。 

開示後は「完全絶縁」 

次に報告書の開示の問題。ここにざっと書い

ておきました。すなわち著作権とか起案権とい

うのは第三者委員会に帰属するので、頼んだ役

所であるとか会社であるとかにあるわけでは

ありません。だから、「こう書いてくれ、ああ

書いてくれ」はできませんし、「では、たたき

台を私がつくりましょう」なんていうことも絶

対ご法度です。だから、ご法度がこんなに次か

ら次へと出てくると本当に怖くなってしまい

ますけれども、そのことはちゃんとガイドライ

ンにも入っています。 

そして、権限、責任、これは第三者委員会独

自の会見をすべきであって、開示についても委

員長が責任を負うべきだと思います。そして、

アップするのは、自分の組織のホームページや

証券取引所のネット、これで公開すると同時に、

記者会見を行って、メディアにちゃんと「こう

いう報告書でございます」と言って質問を受け

る。当たり前の話です。 

そして、報告書開示後の第三者委員会と会社

は完全に絶縁します。そのあとで打ち上げなん

ていうこともいたしません。新年会をやること

もありませんし、コンパをやることもありませ

ん。それこそ道ですれ違っても知らんぷりくら

いの感じで、全くコミュニケーションをとらな

い。それが私は仁義ではないかなと思っていま

す。 

そして、第三は、評価される報告書とされな

い報告書の違い。再三、先ほど来申し上げた通

り、資料に 1 番から 6 番まで書いてあります。

これが全部できていれば評価される報告書で

ございます。できなければ評価されない報告書

ということにならざるを得ない。格付け委員会

はこのガイドラインをベースにしてそういう

評価をしております。 

それが第四でありまして、これは資料 2、資

料 4 を読んでいただければわかるとおりであ

りまして、さらに深く知りたい方はホームペー

ジにアクセスしていただいて、「第三者委員会

格付け」とやって検索をすると必ずこの委員会

が出てまいります。そういう意味では、2014

年 4月からスタートいたしまして、ちょうども

う 5 年たつわけですけれども、委員会が 18 も

19 も取り上げてもなかなか変わってこないと

いうのは、弁護士が悪いのか、頼むほうが悪い

のか、両方悪いのかわかりませんけれども、非

常に残念だなと思っています。 

私のほうからのご説明といいますか、レクは

この程度にいたしまして、あとは皆さん方から

ご質問をちょうだいしたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

◆ 質 疑 応 答 ◆  

 

司会 ありがとうございました。 

今回この特別監察委員会が問題になって、大

半は内部の調査だけだとか、官房長を含めて人

事権を持っている人たちが実際ヒアリングに

当たっていました。それを問題にした記者の取

材に対し、定塚官房長が「今回疑義を持たれた

ことについては反省しています」というような

ことを言いながら、「これは厚労省の人間が聞

いたほうがちゃんとわかるので、厚労省の人間

がヒアリングに入っていることは自然なこと

だと思います」と反論したことには違和感を持

っています。 

それからもう一つ、私、国会答弁の中でもこ

れはやっぱりわかっていないのかなと思った

のは、大臣です。「第三者委員会としてつくっ

たと大臣は言っているけれども、中立性、独立

性、著しく問題あるではないか」という野党側

の質問に対して、そのとき大臣が何と言ったか

というと、「第三者性を強調し過ぎた」と答え

たんです。そこを反省しているんだと。という
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ことは、第三者性を強調しなかったら今回の調

査でよかったのかということに、逆に捉えられ

てしまうわけです。本来なら第三者性が重要な

のに、そこに追いつかなかった、実態がそこに

行けなかったことを反省するという答弁にな

らなければいけないのに、「第三者性を強調し

過ぎたと今になって思う」と言っているんです。 

いずれにしても、国会答弁や記者の質問に対

しても、「かなり批判されているのでそれにつ

いては反省します」、「遺憾だと思います」とい

うことは言うんだけど、結局のところはやっぱ

り第三者委員会というものを役所ベースで全

く理解されていない。これはどう思われますか。 

「隠れみの」を求める役人 

久保利 基本的には、第三者委員会にみんな

何を期待しているのか。われわれは本当の真実

が知りたい、何が本当の原因だったか知りたい

と思ってらっしゃるというふうに、私は思って

います。おそらく皆さん方もそう思ってらっし

ゃると思います。 

ところが、そういう健全な神経を持っている

会社は不祥事を起こさないんです。「インチキ

の品物を納めてもいいだろう」とか、「統計な

んてどうせ誤差の範囲でいろんなことがある

からまあ何でもいいや」といういいかげんな発

想しかしない人がそういう不祥事を起こすの

です。起こした人が、第三者委員会をつくりま

すから、彼らが第三者委員会に期待しているの

は「隠れみの」なんです。「徹底調査をして不

正を剔抉してこれでオープンにして、この組織

を根本的に変えていきましょう」というような

ことは期待していないんですよ。「隠れみの」

にしたいから、なるべく自分の意思が通じるよ

うな人を第三者委員会の委員長にしたい。 

しかし、「隠れみの」にしようとしたが、い

ろんなことが暴露されて、どうもそうでないこ

とがわかってしまった。大臣としても、「ああ、

そんなんだったら初めから第三者委員会って

あまり言わなきゃよかったな」という率直な気

持ちがあるんだと思います。 

でも、第三者委員会と言わなければ世の中の

人は納得しないんですよ。独立性、中立性が強

い人たちが調べるんだから、これでいいでしょ

うと。だから絶対矛盾なんですよ。「隠れみの」

になるにはその人が立派な「みの」を着て隠し

てくれなきゃいけないのに、その「みの」がど

んどん剥がれてきて、「ああ、だったら立派な

『みの』を着ていると言わなきゃよかった」と

いう話なんだと僕は思いますね。 

司会 あと一点、私これも違和感を感じるの

は、特別監察委員会が最初、閉会中審査の直前

にわずか 1週間で、付け焼き刃的に、とにかく

短時間であの報告書をまとめて会見をやった

ときに、あの場に元裁判官の方とか、そうそう

たる法曹界としての経歴を持たれた方がお出

になっているわけですね。だけど、実際にその

特別監察委員会がやった手法は、その後どんど

ん明らかになったように、身内だけで調査して

いたりとか、官房長が同席していたりとかが実

態だった。しかも、たった 1週間ぐらいで、し

かもそれを大義名分にして役所は処分まで下

して、閉会中審査があったときには「全てわれ

われは対応を終わりました」とやった。つまり

最終防衛ラインを固めたかったんだと思いま

すが、そういうそうそうたる、元裁判官とか、

弁護士としても相当のキャリアを持っている

方があの中にいるのに、その人たちがなぜ第三

者委員会としての位置づけでの特別監察委員

会というものをそのまま受け入れて、そのまま

何の問題もないようにあの会見に臨むんだろ

うかと。あの人たちは相当こうした問題には詳

しいはずですよね。 

久保利 それは詳しくないのではないでし

ょうか。というのは、彼らは元裁判官なんです。

裁判官というのは、そのこと自体が実は第三者

委員会に近い存在です。やめたらどうなるか。

やめたら弁護士です。飯食わなきゃいけません。

裁判官をやっていたが、いい仕事は来ないかも

しれません。そういう中で、別に一人一人を誹

謗中傷するつもりはありませんけれども、弁護

士なんです。 

みんな誤解をしているのは、元高裁長官とか

元高検検事長という人、あるいは元特捜部にい

たというと、前職のままで変わらずに弁護士と

いう肩書になっていると思うでしょうけど、間
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違いです。人間、変われば変わります。僕だっ

て裁判官になったら弁護士みたいなことは言

いません。なりっこありませんけれども。最高

裁判事になったら最高裁判事としてのことを

言いますよ。それはみんな、その肩書に応じた

自分の役割を演じているわけですから。そうす

ると、元裁判官というのは今は裁判官ではない

ということです。元特捜ということは、特捜で

はないということです。しかも、特捜には特捜

部の若い優秀な検事もいるし、あるいは警察と

いう装置を自由に使えます。手足が自由です。

元特捜の彼にその権限があるんだったら、第三

者委員会なんかに頼まないで特捜に頼めばい

いわけですね。 

だからそういう意味で言うと、裁判官をいく

らやっていても実は第三者委員会の経験がほ

とんどないのではないでしょうか。第三者委員

会というのは、先ほど来申しあげたように、弁

護士のふだんの仕事とも違うし、裁判官の仕事

とも違う。だって、裁判官って独立だよとか中

立だよと四の五の言わなくたってみんな知っ

ています。裁判ごとに報酬をとったら大変なこ

とになるよというのはみんなわかっているわ

けですから、そういう意味では「元」は「現」

とは違うということです。 

司会 今後のことについてもちょっとお聞

きします。批判が出ている特別監察委員会です

けど、ちょうどいまもやっているんですね。き

ょう午後 4 時から厚労省で第 12 回特別監察委

員会が行われています。久保利さんからすると、

当事者としての適格性から、調査のあり方から、

いま問題点を指摘されました。それでは、この

特別監察委員会はどうすべきなのでしょうか。

いまおっしゃったように、真相、真因を究明し

て再発防止をするためにはいま何が必要なん

ですか。 

特別監察委は解散すべき 

久保利 解散することでしょう。この特別監

察チームというのはもう意味がないですよ。だ

って委員長が補助金をもらっていた団体のト

ップだったというんだから、もうそれだけでア

ウトです。それ以外の裁判官とかいろんな人た

ちも、「えーっ、官房長がヒアリングしている。

そんなの認めたの。それだめでしょう」という

ことで、あらゆる点から考えて、これは第三者

委員会適格性がないです。だから、その組織が

いくら頑張ったって、「今度は一生懸命心を入

れかえてやります」と言ったって、それはちょ

っと別の話です。第三者委員会を別途つくって

くださいというくらいの話です。とても第三者

委員会をやれるような器ではないと僕は思い

ますね。もうそれは早く諦めて、ではどういう

ふうにしたら真実を追求できるのか、それを工

夫したほうが早いと思うんですよ。 

司会 先ほど、かつての「消えた年金」のと

き野村修也さんがヘッドを務められた、あのケ

ース、「あ、なるほどな」と思ったんですが、

かつてはここまで厳格にやったわけですね。 

久保利 それは委員長が厳格にやり、かつ、

その委員長のもとにいたのが私と国広弁護士

と郷原弁護士だったんです。みんなで野村さん

を押し立てて、「そんな恥ずかしい委員会だっ

たらおれはやめるよ」とみんなが言うわけです

から、野村先生もしゃかりきになって、「委員

会室の鍵はおれが預かる」とか、こういうこと

までやれたわけですね。だから、第三者委員会

のメンバーの人たちがそういうふうに言えば、

厚労省は当時はそうやって対応したんですね。

いまはするのかしないのかわかりませんけれ

ども、多分そこまで委員会が言えばやると思い

ますよ。言わなかったのではないでしょうか。 

司会 それでは質問をお受けしたいと思い

ますが、どなたかいらっしゃいますか。 

質問 年金のときも総務省に委員会をつく

りましたけれども、今回も、「毎月勤労統計」

ではなくて、「賃金構造基本調査」でつくりま

すよと。事務局も総務省の職員ということにな

ると思うんですけれども、こういうやり方を、

第三者性の問題点というか、担保性はどんなふ

うにみればよろしいんでしょうか。 

久保利 総務省が厚労省でないことはわか

りますけれども、同じ官僚であることは間違い

ないわけで、そういう意味では、厚労省でなけ

れば第三者性があるとは必ずしも言えないと
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思います。逆に言うと、総務省がどういう権限

で第三者委員会をやれるのか。例えば統計省み

たいなものがあって、統計問題については全部

ここでやるんだよという割り振りになってい

れば違うかもしれませんが、総務省の人だから

といって、それでいいのか。要するに行政庁に

ついての評価をする、そういう権限は総務省に

あるからそれでいいんだとか。 

だけど、それは、結局は委員長次第なところ

もあります。だからむしろ早く、その第三者委

員会はどういう人が委員長になって、誰が委員

になって、どう組み立てて、「その事務局を総

務省がやります」と言って初めて、「あ、その

コンビなら大丈夫だろう」となるのか、「いや、

やっぱり怪しい」となるのか、そこは個別性が

出てくるとは思いますけれども、ただ一般的に

は、役所が不祥事を起こしたときに役所の別の

部局の人が出てくるから、これでよろしかろう

という話には普通はならないような気がしま

すね。 

立法府での検証「必然」 

だから僕が一番独立性が高いというのは、か

つて原発事故のときに、国会事故調というのを

つくりましたね。この統計問題にしても偽装に

しても、被害を受けているのは実は国民であり、

その前段階としては国会なんです。国会が立法

府として行政府から軽んじられて、インチキな

統計をみせられている。だったら、何が起きた

んだと調べるのは立法府がやるよというふう

に行くのが論理的には必然だろう。ただ、「ど

こへ行ったって同じだよ。みんな結局、議院内

閣制だから、みんなつるんでいるから同じなん

だ」と言われたら、それは国の信用がもう地に

落ちていることになってしまうので、それをど

のように誰が救済するか。 

だから、国会事故調の報告書は黒川先生が委

員長をお務めになりました。僕は、いろんな事

故調ができたけれどもその中では相当に立派

なほうではないかなと思っています。そういう

意味では、あの方式を超党派でおやりになって、

議員が委員になるのではなくて、公正な委員を

選び、あとはロジを担当する国会事務職員がい

て、ということをやればよい。今回の特別監察

チームも「私たちはやりませんよ。私たちが選

んだ立派な、第三者委員会に詳しい弁護士たち

にお任せしましょう」と言ったら、こんな間違

いにならなかったんです。彼らは本来、第三者

委員会ではないんですよ。彼らが第三者委員会

を選ぶ。それは役人が選ぶよりはいいでしょう、

と言ってつくる。そういう関係であったのでは

ないかなと僕は思いますね。みんな自分でやり

たがって、よくないんですよ。 

司会 いまの質問は重要な点だと思うんで

す。今回まさしく総務省が賃金構造の部分につ

いては調べると。「毎月勤労統計」はいまのま

ま特別監察委員がやるが、賃金構造のほうは総

務省のほうで調べると言っているんですけれ

ども、昔、「消えた年金問題」のときに総務省

がやっぱり出てきて何をやったかというと、あ

のときは総務省が記録の復活についての委員

会みたいなのを……。つまり、厚労省に「消え

てしまったけどあるのではないか」と言って届

け出ても当時の社保庁はろくに対応してくれ

ないので、その人たちの申し立てを聞いて調べ

させますという窓口は総務省が出てきてやっ

たんです。それはある程度フィットというか、

役所の窓口をかえたほうが少なくとも厚労省

が自前でやるよりはいいと思うんですけれど

も、今回はなぜそういうことになったのかとい

う、被害者を救済することとは別に、役所でど

ういう原因があってそうなったのかという…。 

結局、官僚の中の責任問題を今度は総務省が

やるというわけで、やっぱりこうなると同じ官

僚として、たなごころが当然出てくるだろうと

普通は思いますね。 

久保利 だから、みんな第三者委員会の意味

というのをわかっていないんですよ。第三者委

員会に思いっ切り強く殴られたらいいんです

よ。ガンガン殴られて殴られて、「ほんとに悪

うございました」と言うのを国民がみて、「あ

あ、いい気味だ。あれだけやられたら懲りたろ

う」というふうに思ってくれて、「では本気で

やるんだったら許してやろう」という話に基本

はなるんです。「隠れみの」で逃げてしまおう

と思ったり、ごまかしてしまうと思うから、む
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しろ国民はどんどん「何が起きたんだ」という

話になっていくので、僕は、第三者委員会の一

番いいところは、みんなが期待しているよりも

厳しい意見を言う。そのことによってみそぎが

終わるみたいな。そのほうが組織は復活しやす

いんです。眼目は、信用を回復するところにあ

るんですから。 

だからそういう意味で言うと、自分の自由に

なりそうな人たちを選んで「第三者委員会です」

なんていうことを言えば、「ああ、あいつは全

然本気で反省してないな」と思われてしまうん

です。だからみんな発想が逆だと思います。思

いっ切り厳しい人にやられたほうがいいんで

す。 

司会 「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」み

たいな話ですか。 

久保利 おっしゃるとおりです。そうです。

だけど、誰もその役所を殺そうとは思っていな

いんですよ。本当の意味で殺そうとは。だから、

「反省をしました。こういう再発防止策をきっ

ちりやります」と。要するに、「上まで処分を

して、全部メンバーをかえました。あとで国会

審議があるならどうぞ何でも聞いてください。

参考人、出てきますよ」というぐらいにやれば

いいのに、隠そう隠そうというのがあるから、

「あの人は国会に出てこない」とか、そういう

話になってしまうのではないですか。自民党が

「その人には聞かない」なんていうことをやる

から、「やっぱり政治家も一緒になってやって

いるんだ」という話になる。政権にとってはも

のすごい不利な振る舞いだと僕は思うんです

ね。 

司会 あと一点お聞きしたかったのは、例えば

欧米ではこの第三者委員会というのはどうい

う話になっているんですか。 

子分集団の取締役会 

久保利 海外の場合は第三者委員会という

制度はあまりありません。それはほとんどが会

社の取締役会で選任をして、取締役会がお願い

をします。その取締役というのが日本と違うわ

けですね。要するに社外の人ばかりなんです。

「会社で一番偉い人」と日本で聞くとみんな

「社長」と言いますけど、海外の会社で「おた

くの会社で誰が一番偉いの」と言うと、「ボー

ドメンバー、すなわち取締役会メンバーで、取

締役会議長が一番偉い」という声が出てきます。

そういう意味で言うと、日本の取締役会とは全

く違うので、したがって日本では「取締役会で

選びました」と言っただけでは信用感がないん

ですよ。 

司会 みんな社長の子分ではないですか。 

久保利 そうです。だって、みんな本当にそ

の子分でないと取締役になれないんですから。 

アメリカでは、もし取締役が 11 人いれば、

ＣＥＯ以外の 10 人は全員が社外の人です。社

外のプロフェッショナルであったり、社外の経

営者であったり、そういう人たちが自分の立場

として、これは株主から頼まれている話だから、

株主の代理人としてどうやったらいいかとい

うことをやるわけですから、それは公明正大に

なっています。 

もちろん調査はどこかの法律事務所に頼み

ます。だけど、そのどこかの事務所は、その会

社から頼まれたのは何か。それは調査、真因究

明、再発防止のための提案、それをやりますよ。

そういうことをやるのはちゃんとアメリカに

もあります。それはアメリカの法律事務所がや

ります。これは日本に比べれば費用はずっと高

いですけどね。ずっと高いけど、やります。 

司会 結局、かねてからの問題のコーポレー

ト・ガバナンスの話になってくるわけですね。 

久保利 そうなんです。 

司会 そうすると、はっきり言えば、日本に

とってコーポレート・ガバナンスは取締役会改

革ですね。 

久保利 おっしゃるとおりです。 

司会 とにかく取締役会が何を取り締まる

のか。それは社長を取り締まるのが取締役会な

んだけど、日本の場合は社長の子分集団が取締

役会。 

久保利 おっしゃるとおりです。だから、社

長というのがちょっと日本も使い方を間違え
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ているので、僕は、あれは会社の長ではなくて

社員の長だと理解をすべきだと。社員の中では

一番偉いでしょう。だけど一番偉いのは株主で、

株主から任命を受けている社外取締役が一番

偉いんですよと考え直せば、「社長」なんてい

う言葉は、英語ではないんですからね。あれは

社員の長なんだと。まさに英語で「ＣＥＯ」は

そうです。Chief Executive Officerでしょう。

オフィサーとは社員ということです。従業員で

すよ。 

司会 そうやって考えると、必然的に、では

今回、会社の場合にはいまのような、いかにも

日本企業の取締役会の特殊性があって、だから

第三者委員会をつくらなければ、中立性、独立

性、客観性のあるものが出てこないということ

になるんでしょうが、それを役所に置きかえて

みると、そうしたらやっぱり、こういう問題が

起きて、ここまで統計不正という大変な問題が

起きた以上は、もう役所ではなく国会……。先

ほどおっしゃったけど、本来、株主を代表する、

つまり国民を代表する国会が出っ張ってこな

いといけないという論理構成になってきます

ね。 

久保利 必然だと思いますね。だからそれは、

逆に言うと、何党だからどうだという話ではな

くて、国民から信託を受けている、負託されて

いるこの国のあり姿がどうなのかという、正し

い統計を本当にこれでおれたちは自信を持っ

て予算審議ができるのか、ということを全国会

議員が真剣に考えたら、「ああ、それは大変だ。

おれたちがしっかりチェックしなければ」とな

ると思うんです。それがならないのは、党利党

略としか思えないです。 

だからそういう意味では、真剣に考えている

政治家はすごく心が揺れて、「やっぱりこれは

立法府が何とかしないといけないのではない

の」と思うべきテーマだと思うんです。スキャ

ンダルとか何とかとは違いますからね、これは。 

質問 お話の中で「第三者委員会を隠れみの

に使おうという依頼主もあるね」という話があ

りましたけれども、取材をしている立場からす

ると、第三者委員会に頼むということをイコー

ル、取材対応しない、あるいは説明責任を果た

さない。もう一つは、第三者委員会の報告書が

出るまでの2カ月とか4カ月とか時間稼ぎをす

るという意図があるように思えてならないケ

ースがある。実際に第三者委員会として活動さ

れる立場からして、そういう状況をどうごらん

になりますか。本当にそれは何か対立があるも

のなんですか。 

第三者委にも説明責任 

久保利 基本的には会社は隠れみのに使い

たいからそう使っているわけですね。そうでな

い場合には、例えば第三者委員会が堂々と、い

ま現在での状況、言えることと言えないことが

ありますけれども、ここまでは言えますという

会見をするという方向があります。 

例えば私は不二家さんの事件のときに、「外

部から不二家を改革する委員会」という、いま

で言う第三者委員会の会長代理をしました。よ

そのときには毎週記者会見して、この部屋より

もっとでかい部屋がいつも満員になってしま

って大変なんです。そのためにいろんなことが

あって、それこそテレビ局の中で、とんでもな

い、チョコレートにガが入っていたとかなんと

か、いろんなことが取り上げられて、そのたび

に、「そうではありません」とか「銀紙を破っ

て、古くなったチョコレートを一旦抜いて、そ

れを窯に入れてチョコレートを溶かして……」。

「冗談じゃない。そんなコストのかかることし

ません」ということをちゃんと説明して、それ

を全部、第三者委員会に近い改革委員会と調査

委員会が対応しました。 

そういう意味では、社長さんたちは確かに対

応しませんでしたけど、第三者委員会が誠実に

お話をお聞きしました。だから、「第三者委員

会に聞いてくれ、聞かせてくれ」と皆さん方が

おっしゃれば、それでいいのではないですか。

「うちは対応しない」と言ったら、そのことを

書けばいいんです。会社は逃げ回っているし、

第三者委員会は対応しないし、それは典型的な

隠れみのではないか。「隠れみのをつくるため

に、株主のため、そんなもの使うな」というこ

とをメディアがおっしゃればいいのです。もっ

とメディアがガンガン攻め立てたらいいので
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はないでしょうか。 

質問 先ほどから伺っていますと、ちょっと

別の視点からお伺いしたいんですが、日本とい

う国は本当に善悪の区別がつかなくなって、悪

いことをしたら罰せられるということも全く

ない社会になりつつあるのかと。先ほどちょっ

と久保利さんがお話しになった原発のときの

事故調、ある委員長がこうおっしゃいました。

「これだけの世界に例がないような深刻な事

故を起こしながら、誰も罰せられないというこ

とはないでしょう」とおっしゃったんですが、

それ以降も全く罰せられていません。そして誰

もそれを問おうとはしません。こういう社会な

んですね、日本は。 

長くなって恐縮なんですが、これは昔からな

んですか。それとも今日の現象なのか。あるい

は外国から見たらどうなのかということをち

ょっと教えてください。 

久保利 原発の件は河合弘之弁護士が一生

懸命事件として掘り起こして、いま刑事事件と

してやっていますけれども、罰せられるかどう

かわかりません。基本的には、この国のそうい

う罰する姿勢というか、ペナルティーをちゃん

と科するという力がすごくいま弱くなってい

ると思います。 

例えば特捜がいまゴーンさんを一生懸命や

っていますけれども、基本的に特捜の発想は、

99.99％有罪になる事件しか取り上げない。そ

うすると、起訴してみなければわからないとい

う事件がいっぱいあるわけですけれども、結局、

そういう事件を取り上げないと、怪しいという

事件――例えば証券取引等監視委員会が「ぜひ

起訴をしてくれ」と言っていた東芝のケースな

んかは、特捜が拒否をして起訴しないわけです

ね。そうすると、刑事罰という一番強いパワー

を持っているところが 99.99％有罪でなけれ

ばやらないなんていうことになると、大半のこ

とは無罰になってしまうんです。 

では、民事訴訟を起こしたとしてその民事訴

訟でどこまで勝てるか。この国にはデポジショ

ンもなければデスカバリーもないし、そしてデ

ィスクロージャーを強制する制度がないし、そ

して弁護士の数もたった 4 万人しかいません

から。よその国は大体、国民 400～500 人に 1

人の弁護士がいるんだけど、日本では 3千数百

人の国民に 1人しか弁護士がいない。こういう

中で、本当に証拠を集める力が弁護士の側にあ

るかというとない、よって、なかなか勝てない

です。会社のほうはいろんなことを考えながら

逃げてしまう。 

そういう意味では、おっしゃるとおり、本当

にいいかげんな国になってきていると私も思

います。僕の友達がこの間、「平成 3 原則」と

いうのを言っていまして、「平成 3 原則ってな

あに」と言ったら、「いまだけ、金だけ、おれ

だけ」という、これがいまの風潮なので、した

がって、久保利みたいに「正義」だとか「公」

だとか「公共性」だとかいうことを言っている

と平成から取り残されるよというので、それは

大いに結構な話で、平成が終わりますからいい

んですけれども、でも次はもっと悪くなるかも

しれないというリスクもあって、本当に残念な

ことだなあとは思います。だから、その中でや

れることだけはやっていこうというのでこの

発言になっています。 

社会のため、損は覚悟 

格付け委員会なんて、こんなのをやると絶対

損するわけですよ。格付けしている相手は弁護

士ですから、その弁護士にしてみたら、自分の

ビジネスを僕に妨害されているみたいに思っ

て、久保利のやつはけしからんと。別に僕がビ

ジネスをやっているわけではないんだけれど

も、自分のビジネスにちょっかいを出してきて

いる。 

というのは、現実に大きな事務所にとっては

いま第三者委員会ビジネスはすごく意味があ

るんですね。すなわち大勢の、30 人、50 人と

いう若手を何カ月間かぶち込めるわけですか

ら、そのタイムチャージたるや大変な金額にな

ります。日本の大企業同士の激しいＭ＆Ａが少

なくなっていますから、いまデューデリジェン

スがすごく少なくなっています。そうすると、

ビジネスチャンスとして、今度、第三者委員会

ビジネスで少し潤い始めたのを、久保利はそう
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いうものを「ビジネスオンリーではいかん」と

いうふうなことを言っている。だから目ざわり

でしようがないなと批判も来るわけですね。 

だけど、そういう批判が来ても、私は弁護士

のビジネスのためにやっているわけではない

ので、公明正大で多くの人たちのために役に立

つような報告書を出していただければ、それは

褒めるわけですから、そういうふうに考え違い

をしないでいただきたいと思うんです。 

だから個人的には得なことはないんですよ、

この格付け委員会をやって。だけど、少しでも

社会に良い第三者委員会が増えてくれば、それ

は多分、経済界にしても公務員にしてもよくな

るだろう、弁護士の信頼も増すだろうと思って

やっているだけの話です。こういうところでお

話ししているのも実はそういう意味なんです

けれども、それを理解していただけたら大変う

れしいと思います。 

質問 国会の話がちょっと出ていましたけ

ど、久保利先生がおっしゃったように、一番の

被害者は国民であり、国会であると。さんざん

国会がばかにされている。国政調査権もそうだ

し、国会審議でそんなうそを平気でずっと言っ

てきたことはどうなんだと思うんですけど、何

かすぐ政局になってしまっているような感じ

がして、国会自体の、あるいは国会議員の、特

に与党の怒りが少ないのではないかという感

じが、一般のみている人間からするとすごくす

るんです。 

特に今回、統計が間違ったことによっていろ

いろ是正をしていくとなると税金がまたむだ

に使われるわけで、税金を納めている側からす

ると「ふざけるな」という感じがするんですが、

その辺のところはどういう感触をお持ちです

か。 

「国家公務員天国」の日本 

久保利 いや、全くおっしゃるとおりだと思

いますよ。ただ、残念なのは、制度上、会社の

役員については代表訴訟というのがあります

ね。会社に損を与えたとして役員に対して株主

が訴訟が起こせるんです。ところが今回の厚労

省のようなケースで、「お前がチョンボなこと

をやるから、意味のない調査をさんざんやった

し、これからもお金がかかるよね。では厚労省

の役人に対して国家賠償できるか」というと、

国賠というのは国が全部かわって受けるので、

したがって、一人一人の役人には請求できない

ことになっている。だから、国民代表訴訟みた

いなものはないんですね。しかも、それは、国

に勝ったって、国が損したのを国がまた払って

どうするんだという話になりますから、意味が

ないです。 

ということは、要するに国家公務員の天国み

たいな感じで、しかも刑事罰も来ない、個人賠

償ないわといったら、隠れて逃げ回っているの

が一番得だという判断になるのは無理もない

というか、理解はします。でも、日本はそんな

国で良いのか。だから何とかしなきゃいけない

というので、せめて国会議員ぐらいは頑張って

もらうか、あるいは国民が頑張って、それこそ

何をやれるか、こういうことだと思いますね。

おっしゃるとおりだと思います。 

司会 それでは、そろそろ時間が来ました。

きょうも久保利さんには揮毫をしたためてい

ただいて終わりにしたいと思います。 

では、これを久保利さんご自身で読み上げて

いただいて……。 

久保利 「3つのＹを大切に」ということで、

3つのＹは、「やさしい心」のＹですね。「やわ

らかい頭」というＹです。それから「勇気」。

胆力とも言えます。この勇気というＹです。 

この 3 つのＹを大切にしなさいというのは、

実は私の師匠である萩原金美さんという弁護

士が私に教えてくれました。私は大宮法科大学

院大学というのをつくったときに、大宮の学生

たちに「これを私の遺言と思って肝に銘じてい

ってくれ」と。「やさしい心、そして勇気があ

ってやわらかい頭、これを持っていれば必ず弁

護士として一かどの人物にはなれるからね」と

メッセージをずうっと伝えてきました。 

多分、記者さんもそうだと思うんですね。記

者というのもやっぱりやさしい心がなければ

だめです、だけど勇気がなければだめだし、そ

してやわらかい頭で、一体この事実は何なんだ
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というふうに分析する。そうした力は弁護士と

同じように必要なんだと思うので、きょうはあ

えて記者クラブで皆さん方にこの言葉を差し

上げたいと思います。 

司会 では肝に銘じたいと思います。 

それでは最後に記念品ですが、ちょっと意外

です。一番地味な色のネクタイをお選びになり

ました。 

久保利 ありがとうございました。 

文責・編集部 


