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最初に、私の経歴と、どんなことを検察時代

にやってきたかという話を若干させていただ

いて、それをもとに「検察の役割と政治をめぐ

って」話をしてみたいと思います。 

私は３６年間検察官の職にありまして、検察

庁でずうっと勤務いたしました。法務省の勤務

はほんの数年ぐらいで、あとは全部検察の現場

でした。 

平成１６年春に退官しまして、辞めてから５

年ほどたっております。ですから、体の中から

検察官臭さが抜けて、ちょっと弁護士的になっ

てきた、あるいは教授的になってきたというと

ころです。 

東京地検をスタートに、最後は名古屋高等検

察庁の検事長というポストをやっております。

東京地検の特捜部というところにトータルで

１２年間勤務しております。一番長いほうの部

類かと思います。特捜部の勤務は平検事という、

つまり役職のつかない検事で５年間、それから

特捜部の副部長というポストで５年間、特捜部

長で２年１カ月という勤務でした。 

昭和５２年から平成７年まで、断続的に３～

４回、特捜部に入ったり出たりを繰り返しなが

ら勤務を続けたということです。 

それとは別にロッキード事件という、皆さん

ご承知の事件の控訴審の裁判を３年間、専従と

いいますか、それだけのための特別公判部勤務

を１回やっております。田中角栄元総理の、い

わゆるロッキード事件丸紅ルートというもの

の公判立ち会いをやりまして、検察の当時の立

場からいうと、求刑に沿った実刑４年というこ

とで、控訴審の判決が出て、そのポストから抜

けております。 

それ以降は、各地の検事正、あるいは検事長

というポスト、それから最高検の総務部長、刑

事部長というようなポストを経ております。最

高検の刑事部長というのは、全国の津々浦々で

起こる問題事件の相談を受けたり、あるいは最

終的な決裁をするわけです。 

 

 

 

ダグラス・グラマン、リクルート、スーパー

ゼネコン 

 

在職中どんな事件に関与したのかというこ

とですが、古くはダグラス・グラマン事件、日

商岩井事件ともいいますが、昭和５４年前後の

ころ、日本への軍用機の売り込みに絡んで、日

本の政府高官が多額の金銭を受領したという

事件です。名前をいってもいいでしょうけれど

も、松野頼三元防衛庁長官のところに５億円の

金が流れたという事件です。これは時効になり

まして、いわゆる刑事訴追はできなかった事件

です。けれども、その全容を暴いたという事件

でした。その後、ロッキード事件の裁判を担当

しております。 

それから、昭和６３年から平成の初めに起こ

ったリクルート事件。当時、私は特捜部の副部

長で、このリクルート事件については主任検事

という立場で担当しております。最終的には藤

波元官房長官ら国会議員２人、あとＮＴＴの会

長、それから当時の文部省の事務次官、労働省

の事務次官などを逮捕しました。一つの疑獄事

件といわれる事件の主任検事をやったという

ことです。 

それ以降もいくつか、小さいあるいは中ぐら

いの事件はやっておりますが、その後大きな事

件といいますと、私が特捜部長だった平成５～

６年ごろに摘発した、いわゆるゼネコン汚職事

件があります。日本の４つのスーパーゼネコン

を含む８つのゼネコン、簡単にいいますと建設

業の大きな会社の汚職事件を摘発いたしまし

た。 

この事件は、最後には国会議員１名を、いわ

ゆる許諾請求をして逮捕しました。国会の会期

中は、国会議員には不逮捕特権があります。逮

捕できないものですから、院の許諾を求めると

いうことで、２７年ぶりぐらいだったと思いま

すが、許諾を求めて逮捕した。中村喜四郎とい

う元建設大臣の事件です。そういった事件を、

このときは特捜部長でしたので、指揮したとい

うことになります。あと、財政経済事犯なども
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たくさん担当いたしております。 

そういう経歴を持っておりまして、私は検察

といいますか、特に東京地検特捜部に対しては

非常に因縁が深いものですから、愛着を感じて

いるということです。検察を離れてからも、特

捜部にはいい仕事をしてほしい、捜査をやるに

しても、王道を行くような捜査をやってほしい、

ということを常に考えています。 

さて、これから本題に移っていきます。 

まず、今回の特捜部が捜査してきた西松建設

事件、これは初めは業務上横領、あるいは外為

法違反というところから入りまして、西松建設

の役職員を逮捕、勾留して取り調べをやった。

そこから端緒をつかんで政界ルートといいま

すか、政治家の関係の捜査に入ったということ

であります。 

 

西松は去年の秋からの長期捜査 

 

これは去年の秋ぐらいからずうっと続いて

いる長期捜査であります。皆さん、普通、捜査

というと、短期間でポッポッとやるように思う

かもしれませんが、東京地検特捜部がやる捜査

というのは、半年、１年、ずうっと水面下で内

定捜査をやって、証拠を集めて、表面に出てく

るのはずうっと後になることが多いわけです。

セミが地下で何年も過ごして、地上に出たら１

週間で死んでしまうというようなのと同じよ

うに、ほとんどが水面下の内定捜査を続けてい

るということであります。 

事件は３月３日に民主党の小沢一郎代表の

公設第一秘書の大久保氏の逮捕というところ

から、政治家関係の捜査に入っているわけです。

この時期に、この程度といいますか、この事件

で着手していいのか。着手することに問題はな

いのか。こういうことが皆さんがお考えになっ

て、あるいは疑問に思っているところだと思う

んですね。 

我々は、検事をやっているときには、一つの

不文律というのがあります。他人のやった事件

の捜査の批判、口出しをしてはならないという

ことがあります。ほかの人がやった事件につい

て、証拠もわからず、主任検事の意図もわから

ず、ほかからいいとか悪いとか忖度するな、と

いうのが検察の鉄則なのです。が、私は検察か

ら離れましたから、離れた立場で、自由にもの

をみて、厳しいことがあるかもしれないけれど

も、今日は思い切り――思い切りといっても、

マスコミの人が全部集まっていて、いっていい

のかなという感じはありますが、思いの丈をお

話ししてみようと思っております。 

話す前提として、事件捜査はまだ動いている

わけですね。ですから、まだ決着していないの

です。捜査が動いている時期に、証拠関係も知

らずに、ああだこうだいっていいのかというこ

とが基本にあるわけです。しかも、私、特捜部

に長いこといた経験からいうと、どんな事件で

も最初は小さなところから入って、多くの場合

特捜部は、大体隠し球というのを持って捜査を

するわけです。それで、外からみていると、何

でこんな事件でごちょごちょやっているんだ、

と思うけれども、だんだん捜査が進んでいくう

ちに、ああ、なるほど、そうだったのかという

ことがわかってくる。こういうのが普通の特捜

の捜査なのです。 

リクルート事件でも、ゼネコン汚職でも、最

初は国会議員なんかの捜査というのは全然や

っていません。初めは、大分遠いところからや

るのですが、やるときに、政治家のところまで、

うまくいけば行く可能性があるというちらち

ら証拠はみえているわけです。そこまで行ける

かどうかというのは、関係者の供述具合、証拠

の集まり具合にもよるわけです。ですから、い

ま、途中のこの段階で、こんな事件を何でいま

やるんだといってしまうと、後輩連中が、ドー

ンと大きな事件を次にやってくれるかもしれ

ませんので、なかなか軽々にはいえないという

ところがあります。 

 

いまはまだ表のお金の話 

 

では、次にドーンとやってくる事件なんて、

一体何が考えられるのかというと、わかりませ
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んけれども、一般論でいったら、例えば、いま

出ているお金は、表のお金の事件ですからね。

小沢さんの秘書の捕まった事件というのは、西

松建設が２つの政治団体、ダミーといわれてい

る、そこを通して小沢さんの資金管理団体にお

金を献金した、これがいまの事実関係。本当は

西松がお金を出したのに、２つの政治団体から

出したように書いたじゃないか、それは虚偽記

載になるということで、表のお金の話なのです。

私なんかからいわせれば、表の金の流れという

のは、それほど大した話ではない。いやいや、

これは重大なんだ、そういう人も多いかもしれ

ませんが。 

それで、問題はこれから、実は裏の金がドー

ンというのがあるんだ、というようなことが出

てくれば、これは話がよくわかる。例えば何億

円もの裏金がどこかにあって、それをつかんで

いたんだ、というようなことがあればよくわか

るわけです。初めは表の金で入る。あるいは談

合事件。大きな談合組織があって、談合事件の

仕切りをやっている、というようなことがあれ

ば、これまたわかる。 

それから、お金をうんと集めて、税金を払わ

ない。つまり脱税。どこかにお金を隠して、金

の延べ棒か何かにしてためている。金丸事件と

いうのがありました。あれも特捜部が摘発した

のですが、お金を金の延べ棒に換えたり、無記

名債券に換えたりして、たくさん持っていた。

特捜の検事が当時家宅捜索に行って、何億円も

の現ナマを押収してきたこともあった。 

そういう事件が裏に潜んでいるということ

かもしれないので、あまり断定的にここで論評

ができないという点はあります。 

 

政界に爆弾を投げこんだ 

 

ただ、正直に申しあげて、この時期に何で小

沢さんの秘書をいきなり強制捜査でやったの

かということについては、実は私も一報を聞い

て驚いた。 

なぜかというと、巷間、解散が近い、いつ解

散があってもおかしくない、そういう状況下に

あった。しかも、世論調査等をみると、政権交

代の可能性が高まっている、ということをいっ

ている人たちも多い。そういう中で、野党第一

党の党首の秘書を強制捜査する、これは政局に

重大な影響を与えるわけですね。あえていえば、

政界に爆弾を投げ込んだみたいな影響力のあ

る事件だと私は思う。 

だから、この事件に着手するときに、特捜の

検事、検察が、そんな影響力がある事件だとい

うことを認識していたかどうか。そこもちょっ

と考えてみる必要がある。 

率直な感想をいうと、驚いた。驚いた理由は、

そういう時期だということと、逮捕容疑事実を

みると、２，１００万円の虚偽記載ということ

なのです。これについて、軽いか重いかという

議論がいわれているけれども、法律上の規定で

は、禁固５年以下、罰金１００万以下というこ

とです。禁固というのは、懲役に置き直すと、

半分とみればいい。懲役２年６カ月とみればい

い。刑の軽重という、刑法１０条か何かに規定

があると思いますが、その普通の考え方として、

その程度。そうすると、これがさほど重い事件

だ、というほどの事件ではない。これははっき

りいえると思います。 

形式犯かどうか。普通は形式犯といわれてい

た。ただ、いまはかなり政治資金規正法に対す

る考え方も変わってきたということがいわれ

ております。伝統的な捜査観、伝統的な検察の

捜査手法などからみると、政治資金規正法違反

で、しかも表の金の２，１００万ぐらいで、強

制でドンと行くかというと、ちょっと前までは、

やるとしても在宅でやってもいいか、というぐ

らいの話かもしれない。 

検察は、政治的に動いたということをいわれ

るのが一番嫌なのです。私、特捜に長いことい

まして、特捜の幹部をやっているころも“国策

捜査”という言葉自体が嫌ですし、特別な政治

的な意図を持って事件をやっているんじゃな

いか、といわれるのも嫌だった。 

ついでにお話ししますが、国策捜査、つまり

時の政府あるいは与党の政治家でもいいです

けれども、時の政府の意向を受けて検察が捜査
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をしたり、しなかったり、というようなことを

やるのか。これは１００％、絶対にないといっ

ていいです。これは絶対にそういうことはない。 

漆間官房副長官が発言したこととリンクさ

せて、検察がいかにも与党政府のほうの意向を

受けてやっているんじゃないかというふうに

思われた人もいるかもしれない。しかし、そん

なことは絶対にない。私にいわせれば、政治家

のいうことなんて、特捜は聞かない。そんな政

治家が、ああやってくれ、こうやるな、などと

いったって、そんなことをいってきたら、検察

はかえって逆のことをやりますよね。これはや

めてくれといったら、ここには、その奥にもの

すごい何かが潜んでいると思いますよ。ですか

ら、さらにやります。そんな政府の意向などを

受けてやるということは、まずこれは絶対にな

いといっていい。 

ですから、巷間いわれているような国策捜査

というようなことはまずない。ただ、国策捜査

というのは、そういう意味ではなくて、全体的

に、検察も国の捜査機関ですから、大きな意味

での流れの中でやるという意味では国策かも

しれない。破綻した銀行の捜査などというもの

は、まさにあれは国が資金を投入した銀行、そ

の破綻した銀行の幹部の役職員の人たちの刑

事責任を問うというのは法律にも書いてあっ

て、長銀とかいろんなところをやりましたけれ

ども、ああいうところの捜査というのは、いっ

てみれば国策捜査です。それは国の法律の方針

に従ってやっている。それでも、法律に従って

やっているということなのです。 

 

検察の武器は法と証拠 

 

検察の武器は法と証拠、この２つが検察の武

器です。法律に従って、証拠に基づいて捜査を

する。それだけだ、というのが検察の考え方で

あります。 

今回の場合に、どうも与野党逆転しそうだ、

ここでおれたちが動いて、それを阻止する、な

んて検察の一部が考えてやったんじゃないか

と、そういうことを私にいう人がいるのですが、

それはとんでもない話です。 

検察というのは、一個人の考え方、思想で動

く組織ではないのです。具体的に申しあげます

と、特捜部である事件をやりたいというときに、

主任検事が中心になって、検事を何人か使って

やるわけです。例えばリクルート事件で私は主

任検事をやったけれども、あのときなどは３０

人ぐらいの検事を使った。それで事件をまとめ

て、地検、高検、最高検というところの、いっ

てみれば縦の系列の決裁機関というところで

説明をして、これで証拠もいける、法律もこれ

で適用が間違いない、という判断でやるのです。

だれかがだれかを憎らしいとか、これをやらな

きゃ国家がおかしくなる、そんなことを考えて

やることは全くないです。たとえあったとして

も、できません。 

では、それでも、この時期にこれをやる意味

があるのかということですが、小沢氏の秘書の

関連だけで、終わってしまうような内容だった

ら、バッドタイミングだと私は思う。 

 確かに時効が近かった。２，１００万のうち

の７００万ぐらいが時効にかかりそうだった。

あるいは、例えば関係者が自殺でもしたら大変

です。この関連の捜査で、長野の知事の周りの

人で１人自殺された人がいたということも聞

いています。証拠隠滅されてしまうおそれがあ

るとか、そういう理由は、捜査を急ぐ理由とし

てはあるのです。それでも、そんなものはダミ

ーの２つの政治団体を通してお金が流れたと

いう、お金の流れは争いのない事実ですから、

問題はそれがダミーだという認識があったか

どうかです。いってみれば、それだけの争いの

事件だと思うのですね。あるいは、２つの政治

団体のダミー性。 

ですから、あれほど、このときに逮捕して、

すぐやる必要もないかもしれない。もちろん、

それは当事者、捜査をやっている現場でないと

わからないですけれども、そんなにこの時期に

やる必要があったかというと、私はタイミング

的には悪い時期にやったなと思っております。 

痛くない腹を探られるじゃないか。つまり与

野党逆転とか、政権交代とかいわれている。そ
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れが話としてのぼっている時期に、最大野党の

親分の首にかかるところをドンといくわけで

すから、これは大きく政治状況、あるいは選挙

があれば、国民の投票動向を動かしてしまう可

能性がある。そこまでやる事件か、という疑問

が残るし、国民の皆さんがそういう疑問を持つ

のは無理もないところだな、と思います。 

では、やらないで、この事件ができなくなっ

てもいいのか。できなくなることはないでしょ

う。一部が時効にかかるということはあるかも

しれないけれども、そういうことをちょっと考

える。 

 

国民の反応を見誤ったのか 

 

私、現場にいたときに常に思っていたのは、

疑われるのは嫌だということです。検察という

のは、いろんな会合、会議とか何かあったとき

に、いつも「厳正公平」、「不偏不党」という２

つの四文字熟語を常にいいます。「厳正公平」、

「不偏不党」。ですから、要するに物事を、事

件を摘発するときでも何でも、公平にやらなけ

ればいけませんよ、と。その公平さが少しでも

ぶれたらいかんよ、と。それから不偏不党。一

つの政党、一つの組織、その組織目がけて攻撃

するとか、そういうことをやってはいけません

よ、と。 

つまり、同じように法律は適用しなければい

けませんよ、という精神、常にこれはもう耳に

たこができるほどいわれてやってきています

ので、そういう精神を踏まえて今度の事件をみ

たときに、どうかな、ということになるわけで

す。 

去年の秋からずうっとやっていて、たまたま

この時期に事件がまとまってきたんだ。ですか

ら、法と証拠に従って、あるものを淡々とやっ

ただけだ。どこが悪いと、おそらく現場の検事

はいうと思います。ただ、検察全体として考え

たときに、それでいいのかどうかということだ

ろうと思います。 

こういう時期に、こういう事件の着手をすれ

ば、政界、特に野党からのリアクションがこれ

だけ大きい、国民の中からのリアクションも大

きいということを、検察は見誤ったのか。私は、

見誤まるはずはないと思うけれども、あるいは、

そこのところについて、もっと思いを強くいた

すべきだったのかなという気はいたします。 

では、一般的に、事件の着手についての原則

論というものをちょっと述べてみます。検察は、

一般的に刑事事件を、本件の場合、独自捜査―

―、検察が端緒を得てやる捜査を独自捜査とい

うのですけれども、一般の刑事事件の独自捜査

を行う場合は、基本的にはいつどんな事件に着

手しても構わない。簡単にいうと、フリーハン

ドなのです。特段の制限というようなものはな

い。捜査していて、煮詰まってきて、証拠が集

まった。では、逮捕状をとって、家宅捜索、令

状をとって着手するか。普通はこれなのです。

ですから、いつやっちゃいかんとかいうことは

ないのです。一般的な原則論をいえば。 

ただ、政界捜査、政治家がその捜査の対象と

なるような事件については、やっぱり要注意と

いいますか、細心の注意でやらなければいけな

い。 

私は、主任検事をやったり、特捜部長で指揮

官になったり、平の検事でやっているときも含

めて、ある大型の事件、政界絡みの事件に着手

するときは、常に政治日程、カレンダーをみな

がら、いつやればいいかということを選んでや

っておりました。 

先輩の、非常に有名な吉永祐介さんという元

検事総長、特捜の神様というふうにいう人もい

るぐらいの人ですが、この人の下にいて、ずう

っと捜査をやりましたけれども、吉永さんはこ

んなことをよくいった。「検察の仕事というの

は、いってみれば、どぶさらいみたいなものだ

よ。政治みたいなものにかかわるような捜査を、

政治を変えるとか、動かすとか、そういうこと

を思ってやってはいけないよ」。私は、そのと

おりだな、と思っております。 

特捜ができて戦後６０年ぐらいたっている

わけです。この中で政界捜査というのはずうっ

と、古い昔の造船疑獄から始まって、西松建設

事件まで数多くたくさんやっています。数多く
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やって、ほとんどの場合、検察は国民の信頼を

得てやってきたんじゃないかと私は思うので

す。それは国民のバックアップが得られるよう

な捜査手法、それから捜査の対象事件をやって

きたからだというふうに思っております。です

から、国民が違和感を持つというような捜査は、

王道の捜査ではないと私は思う。 

いまから大分前ですけれども、特捜部が金丸

自民党副総裁の５億円の政治資金規正法違反

事件を取り調べをせずに、略式罰金で処理した

ということがありました。これは私が特捜部長

になるちょっと前の話ですけれども、これに対

して、世の中はすごい反発をして、検察庁に抗

議が殺到したということがありました。検察庁

のシンボルである、きれいな石の看板に黄色い

ペンキを投げつけられた。その人は器物損壊で

捕まったんですけれども、その怒りというのは、

自民党の副総裁で偉い人だから、全く調べもし

ないで罰金で済ませてしまった、ということだ

ったんですね。 

当時、懲役とか禁固とかいう刑はなかった。

規定自体が軽かったのですけれども、そういう

反発が出た。あの事件は、やるべきことを検察

はやっていない、という怒りの声だったのです。

今度は、やり過ぎじゃないか、ある特定の個人

あるいは政党を狙った、やり過ぎではないか、

というのが国民の声だったというふうに思う

のです。 

 

外為法違反と１００万の違法献金 

 

今回の事件は、まだ終わっていないからわか

らないけれども、ここまでみてきた限りでは、

小沢氏の秘書の最初の２，１００万円、これが

増えて３，５００万円の政治資金規正法違反、

虚偽記載、政党支部へのお金の入りも虚偽記載

だということを含めて起訴したのです。普通だ

と、私など、この事件の捜査の経緯をみている

と、第一の事件があったから、次は再逮捕だな、

何か隠し球を持っているな、こう思っているわ

けです。 

再逮捕だなと思ってみていたら、起訴して、

その後も再逮捕がない。まあ、１週間ぐらい手

間取っているのかなと思ったが、その後も再逮

捕がない。それで、ずうっといままで来ていま

すね。本当に何も事件が準備されていなかった

のかな。こう思って、非常に残念だなというか、

歯がゆいというか、もっとしっかりしろ、とい

う気持ちになっているわけであります。 

ただ、事件は生き物ですから、調べていて、

そこからまた大きな次の事件が飛び出してく

ることもないわけではない。ですから、これだ

けの事件で、これだけで終わってしまって……

とあまり責めるのもどうかと思うのです。しか

し、なかなか捜査も難しくなってきている。 

昔は、政治資金規正法が捜査の中心にあって

主役を占めることはあまりなかったのです。贈

収賄事件、つまり、例えば国会議員が職務に関

して、職務をまげて賄賂をもらう。例えばゼネ

コン汚職事件などだと、中村喜四郎という元建

設大臣が、自分の職務でなく、公正取引委員会

の委員長に働きかけて、ほかの公務員に働きか

けて、その職務をまげる行為をやった。あっせ

ん収賄というのですけれども、それでゼネコン

から１，０００万円もらったという事件ですが、

こういうところに最後到達して、そこで事件が

終結する。なかなかうまくいかないこともある

わけですが。 

ダグラス・グラマン事件の場合は、調べをし

ていて、金脈を掘り当てた。松野頼三元防衛庁

長官が軍用機の売り込みに絡んで５億円もら

ったというところまでは突き止めた。それは明

らかになったのですが、何せそれは時間がたっ

ていて、贈収賄の時効が過ぎていたということ

で、起訴はできなかった。 

ただ、軍用機の売り込みに絡んで政治家にお

金が流れている。そういう土壌があるというこ

とは、あの事件でわかったわけです。その前の

ロッキード事件では、総理大臣が民間航空機の

売り込みに絡んで、やっぱり５億円もらった。

大物政治家というのは、５億円というのが相場

だなというのが、当時よくわかったんです。こ

ういうことも検察の捜査の中ではわかってい

く。 
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今回はちょっと驚いた。西松側の元社長らの

逮捕、勾留は外為法違反という形式犯。外国か

ら届出をせずに７，０００万でしたか、お金を

日本に持ち込んだ。形式犯ですけれども、それ

で逮捕して起訴したのはいいのだけれども、そ

の後小沢氏の秘書の逮捕と同じときに捕まえ

たのは何と１００万円の違法献金。つまり、１

００万円を西松が本当は出したのに、２つの政

治団体を通して渡した。１００万円。これは金

額が少ないし、私からみたら、これは微罪だ。

何でこんなので逮捕するんだと私は思った。こ

れはあまりいう人はいないけれども。 

国会議員側ばっかり目が行っているけれど

も、ゼネコンのこういう人たちの扱いがどうだ

ったかということも、きちっと検証する必要が

あると思いました。この逮捕の扱いは、ちょっ

とひど過ぎる。 

よく、政治資金規正法というのは重い犯罪な

の？ 軽い犯罪なの？ どのぐらいが相場、基

準なの？ ということがいわれているわけで

す。新聞などをみると、１億円が基準じゃない

かというようなことが書かれたりしているわ

けです。 

確かに過去ずうっとみてきますと、いくつか

の事件では、みんな億単位なのです。鈴木宗男、

金丸事件、坂井という議員、それから埼玉県知

事の長女の人の政治資金規正法違反事件、近い

ところでは村岡元官房長官の帳簿への不記載

事件、これは大体１億円かそれ以上なのです。 

今回、捕まえたとき、２，１００万。随分小

さいじゃないか、こんなもの、やる価値がある

のかという見方をする人もいたようです。私は、

この金額、起訴は３，５００万ですけれども、

そこはあまり低いとは思わない。１億円が基準

になっているとも思わないのです。 

 

全体の真実、正義を明らかにしてほしい 

 

たまたま政治家の出てきている事件はそう

ですけれども、現に日歯連という事件で、いろ

んな政治家に国民政治協会をいってみればダ

ミーにして、そこを通して国会議員にお金をや

ったという事件がありました。検察が起訴する

とかいうことはなかった。ですけれども、検察

審査会というところに事件を告発した人が申

し立てて、検審バックといって、検察庁に、こ

の事件は起訴しなきゃだめじゃないか、起訴相

当といって戻すのですけれども、そのときの金

額などをみると、１，０００万を超えていれば、

国民の意向としては、刑事罰の対象にしてもい

いという考えが入っているのではないか、と理

解しております。 

一連の捜査をみていて思うことが若干ある

のです。西松建設から２つの政治団体を通して

小沢さんの資金管理団体に金が流れてきた。同

じ構図は、自民党の政治家のほうにも行ってい

るわけで、大体２０人前後の人のところに同じ

ように行っている。これの捜査は一体どうなっ

ているのか？ 同じ構図であれば、通常の場合

は、同じ認識が普通はあるわけです。そこはき

ちっと調べて、ほかの自民党関連の人も２０人

なら２０人、全部をきちっと調べた上で、小沢

さんの関係が一番重い、金額が大きい、あるい

は何か受け取り方に悪質性がある、あるいはバ

ックグラウンドがある。こういうことであれば

わかる。ともかく、全部捜査を遂げる必要があ

るんじゃないか。 

しかも、その捜査は、小沢さんの秘書の逮捕

前に尽くしておくことじゃないのか。私は捜査

のプロだったから、そう思う。いや、いまは違

うんだよ、そんなやり方をしないんだといわれ

れば、話は別ですが、そういうふうに思うわけ

です。 

そういうふうにしないと、実態がわからない

んですね。いまの小沢さん関係の政治団体だけ

を調べてみても、全体の真実、正義は出てこな

いんじゃないか。 

例えばリクルート事件、私は主任検事をやり

ました。あのときは、買って１カ月たったら、

３，０００円の株が５，０００円に上がる。だ

から、１万株買えば２，０００万もうかる。そ

ういう値上がり確実、入手困難な未公開株をば

らまいたのです。いろんな政治家あるいはその

秘書に。 
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それについて、立件したのは藤波官房長官と、

もう一人の公明党の代議士、当時は与党と野党

ですけれども、バランスよくやったと、いまで

は自慢しているわけです。厳正公平、たまたま

そうなったといわれればそうかもしれないと

しても。 

２人を起訴したわけですが、起訴する前の段

階で、ほかの政治家のところへ行った株につい

ても、全部政治家または秘書の取り調べを終え

て、どういう状況だったかを調べているわけで

す。そういうふうにして全体をみないと、捜査

というものはわからないのではないかと思う

わけです。 

外野だから、いろんなことをいうのだろうと、

後輩連中は思うかもしれない。もちろん検察と

いうのは、おかしな意図を持って、おかしな捜

査をするなどということは絶対にないのです

けれども、しかし、外からみて、そう思われる

ような状況をつくってはいけないのだろうと

思うのです。 

ですから、捜査をやる時期、捜査をやる事件

の内容、本件の場合なら政界に及ぼす影響、場

合によっては甚大な影響を与えるということ

を冷静に考えて、着手時期を選ぶということも

必要だろう。いつでもでき上がったから事件を

やるんだ、でやられたのでは、政界捜査に関し

ていったら、たまらないと思います。 

 

権限が大きいだけに自己抑制も 

 

ご承知と思いますけれども、刑事事件につい

て、起訴できるのは検察官だけです。“起訴独

占主義”といって、ほかの警察もどこも起訴で

きない。ですから、検察官はいつでも犯罪を捜

査して起訴できるわけです。東京地検特捜部な

どは、全国どこの事件でも捜査ができてしまう

わけです。場合によっては九州に行ったり、仙

台へ行ったりする。私、ゼネコン汚職のときに、

特捜部長席に座っていましたけれども、仙台の

知事を捕まえたり、茨城の知事を捕まえたりす

るわけです。全国どこにでも捜査の端緒、ネタ

があれば捜査はできるわけで、ある意味では、

ものすごく権限が強い。権限が強いだけに、自

己抑制といいますか、よく考えてやらないとと

んでもないことになる、というふうに思うわけ

です。 

いまの政治資金規正法違反事件は、おそらく

検察、特捜の意図としては、表面に出ているの

はこれだけかもしれないけれども、バックグラ

ウンドがあるんだよということなのだろうか。

例えば、東北地方の公共工事の発注に絡んで、

古い時代から談合が続いてきた。その談合に、

場合によってはある政治家が絡まっていたの

かもしれない。検察はそういうことも含めて立

証をしていくつもりなのか。秘書を捕まえた後

に、ゼネコンの人たちが各社呼び出されて調べ

られたという報道がいっぱい出ましたから、そ

ういう報道をみると、それは別な事件を生み出

すというよりは、情状立証といいますか、背景

事情の立証のためなのかなというふうにも思

っております。 

いずれにしても東京地検特捜部というのは、

国民の信頼を受けて、警察ではなかなか摘発で

きない大きな仕事、事件を捜査する。小さな地

検ではできないような仕事をする。 

特捜部というのは、検事３０～４０人の人数

でやっていますが、大きな事件をやるときは、

地方からいくらでも検事を応援に採るのです。

ですから、場合によると５０人、６０人になる

こともある。検事１人の力というのはものすご

く強い。私は地方勤務していたときに、知事を

捕まえた事件をやったことがあるんですけれ

ども、そのとき、有能な検事が２人いれば大抵

のことはできる、と豪語したこともある。特捜

部の検事というのはみんな有能ですから、何十

人もいたらすごい大きな仕事ができる。過去に

やってきた事件をみても、おわかりだと思いま

す。 

ですから、ちょっと辛辣なことをいったりも

しましたが、特捜部にいい仕事をやってもらい

たいと思っているわけです。 
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検察の意図的リークはない 

 

検察とマスコミの話もちょっとしておきた

いと思うのです。私、特捜、検察にいる間は、

非常にマスコミの方とたくさんおつき合いを

した。検察は、いってみれば情報源みたいなも

のですから、マスコミの人も周りにたくさん集

まってくる。常に情報交換をやっていたことが

あるわけですけれども、マスコミの人が書いて

くれる記事のほとんどが、検察、特捜に好意的

なものが多いわけです。現職時代は非常に耳に

心地よかったわけですけれども、辞めて、教授

のかたわら弁護士もやっていまして、弁護士の

立場からみると、これはちょっと異常だな、検

察と一体になっているなと思うようになりま

した。 

特に、今度のこの事件をみますと、本当に検

察の手からこぼれ落ちた情報を、各社が奪い合

っているというふうに思うときもあります。か

つて私は取材を受ける対象の側にいましたか

ら、検察があることを意図的にリークするなん

ていうことはないんですけれども、マスコミの

人も調査報道でいろんなところに入り込んで、

いろんなところから情報を集めてきて、それを

こちらへぶつけてくるということがあります。

それに対して、間違っていないよ、というよう

なことを答えることはあるわけです。 

逮捕の前日に来て、「明日何かありませんか」

と聞かれて、ウッと詰まって顔色が変わったり

すると、明日、あるなと「顔が自白している」

ということはあるわけです。だけれども、検察

が意識的に機密事項を漏らすということはま

ずない。そう考えてもらっていいだろうと思い

ます。 

最後にもう一つ、検察の説明責任というよう

なことが、最近いわれています。ジェラルド・

カーティスさんの朝日の記事などをみると、説

明責任がある、説明しなさい、公判前なのに説

明しなさい、といっている。それに対して、堀

田力さんは、そんな説明責任は要らない、裁判

でそれはやればいい話だ、と主張した。 

私にいわせれば捜査について説明を求めら

れること自体が、これはとんでもないことです。

捜査に対する信頼を失っている形になってい

る。これがよくない。だから、説明しろといっ

ている意味は、この時期に、この事件をやって

はいけないんじゃないの、と思っているわけで

すよ、みんなが。だから、私が朝日の４月１日

のオピニオンで申しあげたのは、みなさん、黙

ってこの事件の捜査をみていてください。昔は

そうだった。終わるときに、みていてください。

そうすると、大体うまい形に仕上がって、政界

捜査もきちっとできた形になる。これが一番い

い形で、途中で、この事件は重いのです、重大

です、といったって、説明すること自体がおか

しいですよね。 

政治資金で、書き方が違っていた。「西松」

と書かないで政治団体の名前を書いた。それが

いかん、と。それが政界を揺るがすような事件

だとは、国民が思っていないわけです。だから、

説明してくれ、ということになる。それは時期

が問題だったのか、内容が問題だったのか、い

ろんなことが問題になるのだろう。こういうふ

うに思います。 

検察は、しかも現場の検事は、一生懸命に、

寝食を忘れて捜査をしています。私などの経験

でも、５月の連休を１日も休めなかったという

ときが何回もあるわけです。子供と遊んでやれ

なかった時期もいっぱいある。それでもまあい

い仕事ができれば、よかったな、と思うわけで

す。だから、特捜の検事は一生懸命やっている

と思います。 

ただ、この事件については、いろんな批判が

出る余地があったのは、非常に残念だな、とい

うことでございます。以上です。 

  

質疑応答 

 

司会（倉重篤郎企画委員・毎日論説副委員長） 

いまのお話は、我々が普段感じていること、

あるいは読者、視聴者が思っていることに対し

て、率直に整理してお答えいただいたと思うん

です。ここからは質問を受けてお答えいただき
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たいと思います。最初に私のほうから２点ほど

うかがいます。 

いま、宗像さんがお話しなったように国民の

不信が、今回の捜査に、根底にあるかもしれな

い。これまでの通常の検察の機能であれば、や

らなかった決断をやったのだとすれば、検察内

部で何か質的な変化が起きているのか。また、

それが起きているとすれば、なぜそういうこと

か起きたと思われているのか。それが第一点で

す。 

第二点は、与党議員の問題です。先ほど通常

であれば、同じような構図である自民党の議員、

与党の議員に流れているのをすべて捜査した

上で決断を下して、小沢一郎秘書を逮捕、起訴

するというのがこれまでのやり方でしたとい

うことを話されたが、結果的にですけれども、

いつ解散かあってもおかしくないというこの

時期、麻生総理自ら、近々選挙が行われるかも

しれないという発言をされているとき、検察当

局としては、これから与党の議員に捜査を踏み

込もうとしても、それがストップされる。ある

いはできないというような状況で、結果的に検

察政局に流れがなっているのではないか、とい

う疑問もあります。もうこれで、では、与党の

議員には行かないだろうというふうにみられ

ておられるのか。その辺の展望を含めてお聞か

せください。 

 

宗像教授 最初の質問ですけれども、私は、

政治資金規正法というもののとらえ方につい

て、価値観といいますか、これが変容したので

はないかと思っています。変容というのは、検

察のほうが変えたということだろうと思うの

です。 

つまり、さっきちょっと申しあげたけれども、

私は５年前まで検察にいたわけですけれども、

以前は、大きな裏金、例えば１億円なんかの裏

金を受け取ったのに、何も記帳しないで、それ

がそのままになった。こういうのは、贈収賄に

も匹敵するような話ですから、着手する価値が

あったけれども、今回はそうでない。表の金の

流れなどについて、これまでやったことはない

んじゃないか。しかもどこから来たかというと、

それがダミーだという形の事件は、おそらくい

ままでやったことはないだろうと思います。初

めてのケースだと思います。 

だから、新しいところに踏み込んだ。ですか

ら、私は、法の適用基準を変えたのだと思う。

つまり政治資金規正法に対する考え方、この違

反を重い罪だというふうに、いまの検察がとら

え始めたということなのです。これは、ある意

味では、政治家にとっては大変なことですよね。

政治家の方は、そういう危険を抱えているわけ

ですから、自分がやらなくても秘書の人がやれ

ば、自分に響いてきます。ですから、そういう

点が、本当にこれでいいのかということが一つ

あるのだろう。 

それから、小沢氏の秘書だけをやった、こう

いうことなんですけれども、私は同じ流れで、

同じシステムで流れた国会議員関係の政治資

金の管理団体の関係者は、同じように全部きち

っと調べるべきだと思う。そうやらないと、こ

れは公平さを欠くのだろうと思います。 

巷間いわれている自民党のほうの捜査がど

う進むのかは、まさにいま、おそらく模索中だ

と思いますから、私が言及するところではない

だろうと思います。 

 

質問 日本のいろんな組織が、立派だったの

がどんどん崩壊していって、だめになっていっ

ているとみる人が増えているように感じます。

検察の気風というか、教育、どうやって昔なが

らのちゃんとした検察の美質を守っていくよ

うに行われているのか。 

関連して、小沢さんの秘書を逮捕したときに

いわれたことの中に、検察の人が、昔の青年将

校みたいに、世直しをしてやろう、政治家もだ

め、世の中もだめだから、しっかりしているの

はおれたちだけだ、おれたちで世直ししよう、

それでこんなことをやっているんだなどとい

う見方も、一部のマスコミなどに出ていました。

世直しとか、そういうことについて、宗像さん

はどういうお考えなのか。 

 



11 
 

宗像教授 全体として、法務、検察の組織と

いうのは、非常に立派な組織です。絶対に買収

されない。アンタッチャブルですから、組織と

してはすばらしいんだろうと思います。 

サラリーマン化している人もいるだろうし、

教育が、いまの新しい時代に育った人ですから、

我々の時代とはちょっと違うかもしれません。

が、検察に入れば、それは一から全部教育され

て、きちっとしてきますので、立派な人がおそ

らく育っていくだろう。だから、私は、検察の

組織自体は全く問題はないだろうと思ってい

ます。 

考え方が、昔と違う考え方にはなってきてい

るということはあるだろうと思います。我々の

場合は、寝食忘れてその仕事をやらなければす

まなかった。家庭も犠牲にして、粘り強く、ネ

バー・ギブアップというようなことで、事件の

解決にほとんど没頭した。最近、変化が少しは

あるかもしれませんが、組織としてはちゃんと

しているだろうと思います。 

それから、世直し青年将校のお話ですが、お

そらく検察の一人一人の個人の検事をみれば、

こんな社会、とんでもない、政治腐敗が多過ぎ

るじゃないか、だから、ちゃんとやらなきゃだ

めだと思う人はいると思います。 

私、特捜部に一番最初に入ったときに、検察

庁から、いすを背中の方へ向けると国会議事堂

がみえたんですけれども、いつもいすをそうし

て国会議事堂のほうをみながら、悪いことをす

るのがあそこにいたら引っ張ってやる、と、よ

く検察事務官と話をしていたものです。そうい

う意味では、社会の腐敗を正さなきゃいかんと

いう気持ちの強い人は多いと思います。 

ただ、青年将校で世直しということになると、

ご承知と思うけれども昭和９年の帝人事件と

いうのがあります。あれは政財界の人たちを、

たくさん捕まえて、元大臣も２人捕まえた、大

疑獄事件でした。この世の中はおかしな連中が

支配している、ということで捜査をやったけれ

ども、全部これは無罪になった。判決にいわれ

たのは、これはつくり事の事件だ、と。「水中

の月影を掬するが如し」と。つまり水中に映っ

た月の影を、手ですくいあげるような事件だっ

たという名判決、検察にとっては手痛い判決で

すけれども、そういう判決でした。これは、帝

人事件の本をお読みになってみると、すごくよ

くわかると思います。 

 

質問 現実には、政権交代というふうな流れ

がかなり出てきていたわけですが、これが今回

の検察の行為によって、流れがはっきりと変わ

りましたね。この点についての、お考えをうか

がいたいと思います。 

それともう一つは、記載を落としたようなこ

とでの逮捕は、検察が今までやったことがない

とさっきおっしゃいましたね。あるいは追い詰

めたと検察は今回とらえて、それで秘書の逮捕

に及んだ可能性もあるかもというようなこと

をおっしゃいました。 

そういう解釈というか判断は、担当の検事、

ないしそのグループが独自にできるものなん

ですか。最高検、あるいは検事総長も含めて、

政治がこれでもって大きく変化する、場合によ

っては、逆流の変化が起こるというふうな事態

もあるわけですから、大きな検察全体の責任を

考えて対処するということがあってもいいと

思うんですが、担当検事がそういうことを解釈

して流れを変えたということなんでしょうか。 

 

宗像教授 検察は、捜査をするときに、政権

を動かそうとか、変えようとかという思いでや

ることは、普通は全くありません。今回も、そ

ういうつもりではやっていないはずです。 

例えば、私、リクルート事件の主任検事です

けれども、あのときに、その政権をつぶそうな

んていう気は全くない形で、捜査をずうっとや

っていました。けれども、結果としては竹下政

権はつぶれました。 

その捜査によって、結果としてそういうこと

が起きてくるということはわかりますが、それ

を意図して検察が動くということはあり得な

い。私は検察が政治を動かす、政治にかかわる

ということはないんだろうと思っています。 
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政界捜査というのは少なからず政界の動き

に影響を与えます。政局にも影響を与えるし、

国民の投票動向にも影響を与えます。いままで

の、ほとんどのケースは、大体政権与党を直撃

するような事件ばっかりなのです。なぜかとい

うと、政治家が悪いことをするのは職務権限の

ある人が、権限を行使して悪いことをするわけ

で、野党のほうは悪いことをしようにも、職務

権限が普通はないんですね。せいぜい国会質問

をするぐらいの話です。ですから、野党の人が

いままでやられているのは、大体、国会質問で

す。ところが、政権与党のほうは、いろんなと

ころに権限を持っていますから、そういうとこ

ろでもって直撃されて事件になる。 

たまたま今回は、野党のほうへ行ったから非

常にそれが鮮明にみえているというだけです。

検察として、野党を攻撃するなんていう意図は

全くない、というふうに申しあげます。 

それから、政治資金規正法の法解釈について、

担当検事が勝手に決めるのかという質問でし

たが、そんなこともありません。こういう虚偽

記載をやったのは初めてだとかなんとかいう

のは正確にいえば、要するに、ある政治団体を

ダミーだというふうにとらえる、そこへお金を

出した本当の寄付者は建設会社だ、西松建設だ、

と。そこのところをそういうふうなとらえ方を

して起訴した事例は過去にはなかったという

ことです。 

そうすると、それはいってみれば法解釈じゃ

なくて、事実認定なんですよ。つまり、その２

つの政治団体がダミーかどうかというのは、事

実認定の問題です。つまり事実認定というのは

証拠。証拠は物的な証拠と、人の供述もあるん

ですが、そういう証拠でどう認定するかという

ことです。 

今回はおそらく、その２つの政治団体、西松

のＯＢが代表をやっていたというその政治団

体がダミーだということについて捜査してい

たら、それが固まったから、これは本当の寄付

者は西松建設だということを、小沢氏側の秘書

も知っていながら虚偽の記載をしたのだ、と。

ここの、ダミーだといった、そういう形でのい

ままでの起訴はなかったということなのです。

でも、それは事実認定で可能なわけで、事実認

定は法解釈ではありませんから、最高検も法務

省も、いってみれば関係ないといいますか、特

捜部がきちっと捜査するところです。 

 

質問 ちょっとすいませんがね、政治資金規

正法のとらえ方について、検察が価値観を変え

た、と。私、そのままおっしゃったことをメモ

しているんです。その、価値観を変えるという

ことで、個人個人の検察が価値観を変えるとい

うことが許されるんですか。 

 

宗像教授 いやいや、私が申しあげたのは、

価値観というのは、別の言葉でいうと摘発基準

といいますかね。つまり、いままでは１億円前

後の大きなお金の流れ、動き、それをとらえて

事件として起訴することが多かったけれども、

最近はその金額が下がったりして摘発するこ

とになった。しかも、それには、政治資金規正

法が大事な法律、重要な法律だよと、いってみ

れば脇役だったのが主役にもなるよ、というよ

うなとらえ方をするようになってきた、という

ことなんです。 

 

質問 公務員制度改革基本法というのがで

きて、それで公務員制度のあり方を基本的に変

えよう。という流れに対して、大変な官僚の反

発があります。官僚内閣制から脱却して、新し

い官僚制度をつくるんだということは、そこは

基本法でできているわけですよね。それを骨抜

きにしようという官邸官僚というか、それの動

きがすごくて、ほとんど骨抜きになりかけてい

る。それで、官僚は安心しているわけですよね。 

ところが、民主党が政権をとると、これを徹

底的にやる。こういっているわけだから、そう

すると、民主党に政権をとられたら、なおやら

れる。で、検察も官僚内閣制の一翼を担ってい

る。そういう意味で、明治以来のそういう官僚

思想といいますか、それが危うくなっている、

というふうに全体が考えて、それでやったので

はないか。さっき青年将校の話もありましたけ
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れども、そんなんじゃなくて、官僚全体がこれ

を守らなくてはいかんという方向に動いてい

るんじゃなかろうか。これについてお考えをう

かがいたい。 

 

宗像教授 日本の国家組織をどうするか。つ

まり民主党が政権をとった場合に、いまおっし

ゃっているように、いってみれば官僚主導でな

くしよう、こういうことだろうと思うんですね。

おそらく政治主導になる。官僚はそうすると居

心地が悪くなる。簡単にいえば検察もその一つ

じゃないか。だから動いたのではないかとおっ

しゃるんですけれども、検察は、一つ一つの事

件をやるときに、上から、例えば上というのは

一番トップは検事総長ですけれども、この事件

をやれといわれてやるなんていうことはない

わけです。たまたま今回の事件も、特捜部が長

いこと時間をかけてやってきた中で、いろんな

事案が生まれてきている。それをまず一番の現

場の特捜の主任検事、担当検事が事件をまとめ

て、特捜部で合議したうえで、これはやると決

めると、これは地検、高検、最高検、法律問題

が絡んでいれば法務省が加わって、法律問題、

間違えたら大変ですから、合議することもあり

ます。そういう流れでやっていますので、この

事件を例えばどこからか持ってきて、「やれ」

といえばおっしゃるようなこともあり得るか

もしれませんが、そうではありませんから、そ

ういうことではないと思う。私はいままで山ほ

どいろんな事件の捜査、自分でもやっているし、

指揮官でもやっているし、最高検の刑事部長と

いう、まとめるところの仕事もやっていますけ

れども、おっしゃるようなことはまずないと、

私は申しあげていいと思います。 

検察というのは、もっと純粋なんですよ。純

粋さが怖いというところもあるわけですけれ

ども、「偏狭な正義感」といわれるぐらいなん

ですよ。だから、いまおっしゃっているような、

そういう天下国家を眺めながら、というような

のは普通はないですね。 

ただ、事件をやるときに、政局や投票動向に

影響を与える時期は、なるべく疑われるから避

けようという、そのぐらいのことは考えますけ

れども。ですから、おっしゃるようなことでは

ないと申しあげていいと思います。 

 

質問 小沢さんは現在まだ捜査の終結宣言

が行われてないといっているんですね。ある意

味で、まだ捜査はどうなるかわからん。先ほど

の宗像さんの話でも、中途段階であるというお

話なんですね。で、検察というのは、終結宣言

というものを出すものなのかどうかが一つ。現

在の捜査をみて、宗像さんは、これは別件でや

って、大きいものが出るとみているのかどうか、

その点を。 

 

宗像教授 捜査終結宣言を出す事件もあり

ますし、出さないときもあるんです。例えばリ

クルート事件などは、きょうで終わりですとい

うのを、検事正とか次席とか、私、特捜のナン

バーツーだったんですけれども、出てやりまし

た。ゼネコン汚職のときもやったと思います。

だから、今回の事件も、おそらくどこかで、こ

れで終わりということはいうかもしれません。

だけど、やるかどうか。私からみると、それほ

どの大きな事件ではないんですよね。疑獄事件

でも何でもないんですよ。一政治家の秘書が政

治資金の扱い方について、法違反をした、こう

いう事件ですので、そんな感じじゃないですね。 

それから、さらにこの後、大きな事件が隠さ

れているのかというのは、最初、私は隠されて

いると思っていたんですけれども、最近、ずう

っとみていて、例えば秘書の方の再逮捕とか、

再々逮捕とかないですから、だから、これはち

ょっとあるともいえないかもしれないのかな。

しかし、特捜を甘くみると危ないですから、こ

れはもう底力ありますからね。 

 

質問 ちょっと古い例を出してうかがいた

いんですが、ロッキード事件の田中前総理逮捕

のときのことです。といいますのは、あのとき、

たしか稲葉法務大臣でした。稲葉さんは、選挙

区で魚を釣っていた。翌日、田中さんを逮捕と

いうときに、検事総長から法務大臣に連絡が行
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って、それが三木総理のところに伝わる。で、

三木総理は、「よし」といったんでしょう、お

そらく。というふうに私は記憶しておるんです

が、今度の場合、官房副長官が例の発言で物議

を醸しました。あれをみますと、当然、何かの

サインが法務省から行っている。もし官房副長

官がそういう情報を得られてなければ、これは

無能だということになるでしょうから、何かあ

ったんではないか。そういうことを考えるので

す。いかがでしょうか。 

 

宗像教授 法務省のほうがどういう対応を

するかはよくわかりません。いわゆる検察サイ

ドでいうと、例えば重要な事件を着手するとき、

あるいは処理するとき、本当に大きな事件だと、

検察首脳会議というのをやるのです。別名「御

前会議」というんですけれども。こういうこと

をやると、法律問題などが出たときに、きちっ

とする必要があるから、法務省のほうも入るこ

とがあります。そういうことは法務省も知ると

ころになるんだろうと思いますが、普通、だれ

かを着手するとかなんかというときは、検察だ

けでやります。ですから、内閣まで情報が流れ

るとは思えませんけどね。まあ、その辺の先の

話は、私は体験していないので軽々しく申しあ

げることはできません。 

 

質問 検察には政治的意志がないとおっし

ゃったことを信じたいのですが、ただ、意志が

そうでも、結果がどうなるかということは予想

できたと思うんです。つまり、あれが出るまで

は民主党が絶対勝つよ、というような話がすっ

かり変わっていますね。検察の方は、そういう

ふうな結果が起こることを予想できないほど

政治音痴なんでしょうか。責任を問うているん

じゃないんですよ。見通す能力がないのかとい

うことです。 

 

宗像教授 私の体の８割、もう検察が抜けて

いて、８割は民間人になっていますのであれな

んですが、これやったら内閣つぶれるとか、考

えてやったことありませんね。 

まあ、私は、この事件を着手するときは、特

捜部だけでやるんじゃなくて、ちゃんと検察全

体として、要するにこういう事件をやるよ、と

すべきだと思います。影響が大きいわけですか

ら。政治音痴ということはないと思いますよ。

それはもうね、だって、私、特捜部長のとき、

朝、行ったら新聞を全部読み、週刊誌も全部読

み、あらゆるもの全部読んで仕事をしていまし

た。ですから、結果がどうなるかは構わないと

いうふうに申しあげるつもりは全くないんで

すけどね。 

 

司会 宗像さんは、ただ、一応朝日新聞なん

かに書かれているように、捜査手法とこの捜査

時期については疑問があるとしていますね。 

 

宗像教授 そうそう。 

 

質問 政治資金規正法についての価値観の

問題ですけれども、小選挙区制になってから、

やはり金がかからなくなったということはか

なり事実だろうと思うんです。そして、先ほど

挙げられました幾多の汚職事件は、ほとんど小

選挙区制が実施される以前のものが多いです

ね。もうすでに十数年、あまり大きな汚職事件

が起こっておりません。国民の政治と金に関す

る感覚が潔癖になってきています。 

金銭についての国民の政治感覚が非常に潔

癖になってきている。それを反映しているので

はないかという感じも、今回の価値観の変化と

いうことについて思われる。いまの検察を支持

するわけでもありませんけれども、そういう流

れではないのかというようにも思いますが、ご

見解をうかがいたいと思います。 

 

宗像教授 確かにおっしゃるように、政治と

金について、きちっと透明化しなければいけな

い。それに対して国民が非常に潔癖さを求めて

いるということは間違いないと思います。それ

は、国会でいろんな事件が起きるたびに、この

政治資金規正法というのは改正になっている
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わけです。何度も何度も、大きな事件が起きる

たびに改正になってきて、こういう事件が起き

ないようにするためにどうすればいいか、とい

うことで、透明化が図られる。あるいは企業献

金、企業が政治家個人、あるいは個人の資金管

理団体にお金を流すということは、非常に賄賂

とつながりやすい危ない形なわけです。ですか

ら、それもある時期からはもう禁止する。その

ように非常に潔癖さを求めるようになってき

たということで、先ほど申しあげた政治資金規

正法に対する起訴基準、あるいは価値基準が変

わってきて、これは大事な一つの法律だよ、と。

この法違反は、あんまり軽くないんだよ、重い

んだよ、ということになってきたことは間違い

ない。 

だから、検察もそれを受けて、国民に支持さ

れる方向で、政治資金規正法の刑事罰の適用を

考えて、価値基準を変えてきている。 

 

質問 国策捜査という言葉が出るとすぐ思

い出すのは、大阪高検公安部長だった三井さん

が、裏金の問題を発表する直前に逮捕されたこ

とです。いま獄舎につながれているようですが、

宗像さんはタイミングが重要であるとおっし

ゃいました。せっかく検察で初めて、検察の裏

金問題を告発しようとした三井さんの発表の

前に、これをつぶすために逮捕したという印象

を、これはだれでも持ちますよね。三井さんが

逮捕された日は、私、ちょっと忘れましたが、

事件があったようです。その重大さ、あるいは

軽いかどうかはわかりませんが、それで逮捕す

るにしても、なぜそういう時期に、せっかく国

民の世論に応えて、勇気を持って検察の裏金問

題を告発しようとする直前に逮捕したのか。こ

れはタイミングが非常に悪かったと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

 

宗像教授 ちょっと今日の私の話とは違っ

て、なかなかお答えしにくいし、東京の特捜部

がやった事件でもありません。私のふるさとは

東京地検特捜部ですので、たしかあれは大阪だ

ったように思うので、ちょっとよくわからない

ので、申しわけありませんが、お答えするのは

適当でないと思います。 

 

質問 要するにこの国の民主主義の原則で

一番足りないことは国民の主権、それによって

政府を変えたり、継続させたりするということ

が重要なんですね。検察の行動は法と証拠は構

成要件で、それに適っていたらやる。しかし、

その結果において、政権交代の流れを阻害した

りする可能性もある。一体どこがそういうこと

を裁くんでしょうか。国会は国権の最高機関で

すから、そこでそういうことを調べてもいいの

かなとも思ったりしますがどうでしょうか。 

もう一つは、憲法についてです。憲法の中に

はいろいろ矛盾した価値があります。しかし、

この時期の、このことに関しては、こういう立

場でなければいけないというように、最高裁判

所が判断を示してやっていけばいいんですけ

れども、そういうことができていない。最高裁

判所というか、行政裁判所か、よく知りません

けど、そういうことをやる専門のところができ

てもいいんじゃないかなというふうに思うん

ですが、どうでしょうか。 

 

宗像教授 制度という面でいうと、日本の検

察が、ある事件をあるときに着手したり、しな

かったり、ある事件を起訴したり、しなかった

りしたとして、これを裁くというか、おかしい

ということがいえるところは、まず起訴したも

のが正しいかどうかは裁判所がやる。それから、

起訴しなかったのがおかしいかどうかは、検察

審査会がやるというぐらいなんですよね。だか

ら、検察の力というのはものすごく強い。こん

な国はほかにないと、いろんな人がいっていま

すけれども。 

ですから、私は、検察が正しい検察権を行使

しているかどうかというのは、国民がよくみて

いなければいけない。自分が検察にこのような

ことをいうのはおかしいですが、国民がよくみ

ていなければいけないし、マスコミがみていな

ければいけないと思うんです。マスコミは、今

度の事件について、何かいっているだろうか。
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マスコミの皆さんが、今度の事件がおかしいな

らおかしいと、さっきの三井氏の事件がおかし

いならおかしいと正面から論じているでしょ

うか。 

こんなときにこんな事件をやっておかしい

じゃないか。おっしゃるように政権交代なんて、

普通なかなかできないだろう。いまチャンスが

来ているのに、それを結果として検察はつぶし

たじゃないか、という声も多い。 

だけれども、検察のほうでは、法と証拠に基

づいてやる。で、やった結果は裁判所が判断す

る。やらなかった場合は、検察審査会がチェッ

クする。それ以外チェックの方法がない。一番

チェックのいいやり方はマスコミですよ。 

だから、私、さっき最初に申しあげたように、

マスコミと検察はべったりになっているよ、と。

中にいたときは非常に心地よかったけれども、

非常に楽しくて、宗像番なんていう記者が山ほ

どいましたから。もうみんな偉くなっています

が。――そういうことだろうと思います。 

だから、私は、今度のやり方が悪いとかなん

とかいっても、一番チェックしてほしいのは社

会の木鐸ですよ。やっぱりマスコミがちゃんと

しなきゃだめですよ。いま最高権力はマスコミ

なんですよ。私は検察権力だと思っていたけれ

ども、マスコミが最高権力ですよ。政治権力っ

て、最近はすごく弱いじゃないですか。ちょっ

と何かあったらみんな震えちゃっているわけ

ですよ。だから、目を覚ますべきはマスコミで

あるというのが今日の結論ですね。 

 

司会 最後の結論は、マスコミに対する警鐘

ということだろうと思います。この事件、捜査

はまだ途中ということですから、マスコミがし

っかりすべく、我々も、見守っていきたいと思

います。今日はどうも本当にありがとうござい

ました。 

 

（文責・編集部） 
 


