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今日、小沢氏の再度先ほどネットのニュースで不起訴処分が出たということが報じられ

ていました。 

 今回の検察審査会の起訴相当議決を受けて、検察が再捜査をした末にどういう処分を行

なうかに関して、再度の不起訴処分になることは確実だと思っていました。同じ不起訴で

も起訴猶予の場合と嫌疑不十分の場合とは全然意味が違うわけです。犯罪事実は認められ

るが、情状を考慮して起訴を猶予すべきだという検察の判断について検察審査会がそれは

不当だと、起訴すべきだと言った場合には、そういう意見を受け入れて、処分を見直す余

地は十分にあるわけですが、嫌疑不十分ということで不起訴にしたということは、検察と

しては起訴するに足る証拠がないと判断したわけで、それと基本的に同じ証拠関係のまま

であれば、起訴するという判断は同じ検察の判断としてはあり得ないわけです。ですから、

関係者の再度の事情聴取を行なって、基本的に証拠関係は変わらないということで不起訴

になった。当然の結果だと思います。 

 問題は、依然としてあまり新聞、テレビなどでは報じられてないのですが、検察審査会

の議決で起訴相当とされた被疑事実というのが、当初の検察の捜査で焦点になっていた収

入の問題、小沢氏個人から４億円の現金が陸山会に入った、その４億円について収支報告

書に記載されていないという問題ではなく、不動産の取得時期と代金の支払の時期につい

て、実際とは２カ月半ずれた記載が行なわれているという期ズレの問題を起訴相当とした

にすぎないということです。 

 今後、検察の不起訴処分を受けて、検察審査会がまた再度審査を行なうことになるわけ

ですが、そこでは１回目の検察審査会の議決で起訴相当とされた事実が期ズレ問題に過ぎ

ないということがまさにポイントになるんじゃないかと思います。ここをきちんと報じて

いただかないと、今回の再度の検察審査会の審査において何が焦点になるのか、何が重要

なのかというところが世の中に理解されないのではないかと思います。 

  

今後、検察審査会で２回目の審査が行なわれますが、その審査の対象は当然この期ズレの

問題です。検察審査会がほかの事実について、検察が石川議員を起訴した収入面の問題と

か、そういったことについて審議するのは、それは勝手ですけれども、それは１回目で起

訴相当とされてないので、仮にそれについて起訴相当だと言ったとしても、２回の起訴相

当議決が出たということになりません。強制起訴になりません。ですから、この件につい

ていろいろ新聞、テレビなどで騒がれている２回の起訴相当で強制起訴になるとすれば、

１回目と同じように、この期ズレの問題……不動産の取得時期と代金の支払の時期が２カ



月余りずれていたという問題について、もう１回検察審査会が起訴相当の議決をする、と

いうことしかあり得ないわけです。 

 そうなると、検察審査会のそういう判断の前提として、政治資金規正法というのはどう

いう目的の法律で、政治資金規正法で裁かれる、処罰されるべき行為はどういうことなの

かということをしっかり理解した上で審査員の人たちが起訴すべきかどうことを判断して

もらう必要があります。第１回目の審査では明らかにその点の理解が不十分だったわけで

す。ですから、この次の検察審査会の審査の中ではそこの点についてしっかりとした説明

が補助弁護士から、そして検察官の側からきちんと行なわれるかどうかというところが重

要です。 

 当然のことなんですが、政治資金規正法が目的としている政治資金の収支の公開という

のは、そこで公開すべきものは何なのか、何が一番重要なことなのかと言えば、それはそ

の政治家や政党の政治資金がいったい誰の資金によってあるいはどういう企業の資金の提

供によって賄われているのかということ。そして、その資金がどのように使われているの

か。それは政治資金規正法上、収支の公開の対象になるべきもっとも重要な事実です。で

すから、それらの点について公開すべき事実を隠しているとか、ウソを書いているという

ことであれば、あえて罰則を適用してまで厳しい処罰をするべき事件ということが言える

わけです。 

私がこの件について以前からずっと指摘してきたように、そもそもこの４億円の収入の

不記載ということ自体も、これがほんとに不記載なのかどうかということも問題ですが、

仮にそれが不記載であったとしても、身内のお金がぐるぐるっと陸山会との間で回った、

あるいは出たり入ったりしたというだけのことであって、どこかの企業とか、どこかの個

人から政治資金の提供を受けていたことを隠したということじゃないかぎり、それ自体悪

質な政治資金規正法違反で罰則の適用の対象とは言えないわけです。 

 ましてや、不動産を取得したことも、代金を支払ったということも収支報告書に書いて

いるのに、その時期がたった２カ月余りずれたということだけであれば、これに対して罰

則を適用すべきだという判断は常識ではあり得ません。その辺がきちんと検察審査会の審

査員に理解してもらえるような説明を補助弁護士も検察官も行なわないといけないと思い

ます。検察官は当然、今回はしっかりとした説明を行なうと思います。前回は少しその説

明が不十分だった可能性がありますが、今回は改めてきちんと基本的なところから説明す

ると思いますが、どうもこの前の議決のときの補助弁護士さんは、あまりそのところが理

解されてなかったんじゃないかと思えるような議決の内容でした。今回はもっとしっかり

政治資金規正法を理解されている弁護士が補助弁護士として関わる必要があるんじゃない

かと思います。 

 今回の検察の不起訴処分でどういう事実が対象とされたのか。そこがほとんど報道され

ていないのですが、一回目の検察審査会の議決で起訴相当としたのが期ズレ問題だけです

から、期ズレの点についてだけしか今回の不起訴処分の対象になっていないはずです。検



審で起訴相当とされた被疑事実について再捜査すればいいわけですから。そうだとすると、

２回目の検察審査会は、検察が再度不起訴にしたことに対する再度の審査だから、今度は

期ズレの問題についてだけ審理することになります。その期ズレが起訴相当だと言うんで

あれば、それは起訴強制になるでしょう。しかし、それは常識では考えられない。それだ

けの問題だと思います。 

そういう、今後の検察審査会の審査のポイントがなぜきちんと報じられないのか。まっ

たくわかりません。報じるのが当然のことを報じないというのは、これまで、企業不祥事

などで、マスコミが企業の追及にさんざん使ってきた「消極的な隠蔽」そのものじゃない

ですか。重要な事実を、真実を、報道する、伝える義務があるのに、それを何らかの意図

で、敢えて報じないとすると、それは隠蔽そのものでしょう。 

 この問題に関連して、小沢氏側が検察審査会に対して上申書を提出することを検討して

いるということが報じられていますが、法律上は、上申書の提出というのは定められてな

いと思いますが、上申書が提出されれば、それを検察審査会の審査員の人たちに読んでも

らい、被疑者側の言い分も十分に理解した上で、議決をしてもらうということ。これはあ

る意味では必要なことだし、そういうふうに上申書が取扱われることを否定する理由はま

ったくないと思います。 

 以前のように、検察審査会の議決に法的拘束力がないという、そういう時代であれば、

検察審査会の議決というのはあくまで検察官の処分が適切であったかどうか、正当であっ

たかどうかということを判断するだけですから、その審査の中で被疑者側が「ああしてく

れ」「こうしてくれ」ということを口に出す余地は本来ないという考え方も十分あり得たと

思います。しかし、検察審査会法の改正で今は検察審査会の２回の議決で強制起訴になる

ということで、まったくその法的効果が違ったものになっているわけですから、そういう

ような効果を本当に生じさせてもいいのかどうかということについて、被疑者側の言い分

が上申書という形で出ているのであれば、それを審査員の方々にもちゃんと読んでもらう

というのは必要なことじゃないかと思います。 

 １つの考え方としては、あくまで推定無罪なんだし、裁判にかけられたって有罪かどう

かは最後は裁判で決まるんだから、そのときに裁判所で言えばいいじゃないか、上申書な

んて、そんな早い段階で検審に出す必要ないじゃないか、という考え方もあり得ると思い

ます。しかし、日本では少なくともこれまで公訴権、起訴の権限を検察官が独占している

ことが前提でしたが、起訴をされるということが非常に大きな意味を持って、それ自体で

政治的、社会的にも被疑者、被告人が大きなダメージを受けるということが今まで刑事司

法においてずっと続いてきたわけです。それが今回ももし起訴強制となったときには、こ

れは検察官の起訴じゃないから、検審の議決による起訴だから、そんなものは結論はまだ

まだ先に出るんだと。裁判が続いている間はあんまりそういう先走ったものの見方はしな

いようにしよう、というふうに世の中が受け止めるかといったら、おそらくそうじゃない

と思うんです。 



今の状況からすると、起訴強制ということになった段階で、そのこと自体で結論が出た

ような扱いをする、ほとんど推定無罪……無罪の推定が働かないような、そんな世の中の

論調にならないともかぎらないし、その可能性が強い。そうだとすれば、この検察審査会

の審査の場で被疑者側の言い分、主張も十分に踏まえた判断をしてもらうというのは、あ

る意味ではバランス上重要なことではないかと思います。 

 そういった検察審査会での補助弁護士などの説明や検察官の説明、そして一方で被疑者

側の上申書などが出されたりしたとすると、そういったものを踏まえて最終的に検察審査

会の審査がもう一回行なわれて、その結果、起訴相当の議決が出るのか、それとも今回は

不起訴が相当ということで収まるのか、ということが今後最大のポイントになってくるわ

けです。 

その点に関しては一つ、ちょっと問題があるんじゃないかなと思えるのが、今回の検察

審査会の第１回目の議決が１１対０だったということが、議決が出た日に早々と報道され

ているということです。私はこれは非常に問題なんじゃないかと思います。裁判員制度で

言えば、３人の裁判官と６人の裁判員がいったいどういう評決をしたのか、有罪の評決し

たか、無罪の評決をしたか、死刑が相当だと言ったか、無期でいいと言ったかという、そ

ういう評決の中身は絶対に表に出ないこととされて、厳重な守秘義務が課されているわけ

ですが、それは検察審査会も同様です。 

 それが今回のように１１対０だということが、こんな早々と表に出てしまうと、この検

察審査会の審査員が今回、この１１人のうちの６人は交代して５人が残ったということに

なるとこの次、検察審査会の新たな１１人による審査が行なわれるときに、元からのメン

バーの５人は、これは全員起訴相当意見だということが全部わかってしまいます。これは

改めて白紙から１１人みんなで対等の立場で議論をしようとする場合には、非常に大きな

支障になるんじゃないかと思います。そういう意味で、この検察審査会の審査の中身、そ

の意見の内訳についての秘密というのはしっかり守られる必要があるのであって、こんな

ものが議決の当日に出てしまうというのは、とんでもないことだと思います。 

 

 もう１つのテーマが、今週公表した、日本郵政のガバナンス問題調査専門委員会の報告

書です、これについては総務省の方で親委員会の日本郵政ガバナンス検証委員会の最終の

会合の際に私の方から説明を行い、その内容もすべて公開されましたし、その後、ブリー

フィングも行ないました。だいたいの内容についてのご説明はすでに行なっていますし、

報告書を読んでいただければおわかりだと思いますが、今回のこの委員会の経緯について

改めて振り返ってみて、この報告書がどういう意味を持つものなのかということについて

ちょっとお話したいと思います。 

 当初、今回の委員会というのは日本郵政ガバナンス検証委員会というかたちで始まりま

した。このときには、あくまでもガバナンスの検証が目的であって、旧体制、西川社長時

代の日本郵政でいろいろ発生した問題をきちんと調査して、その中身を明らかにすること、



それを題材にして日本郵政のガバナンス上の問題を検討して、今後に生かしていくことが

目的だということは、この立ち上げの段階から明確でした。 

 しかし、この問題に関しては以前からいろいろ政治的な動きがあって、その政治的な動

きの中で西川社長時代の日本郵政で発生した問題がいろいろ取り上げられて、国会の場な

どで批判され、追及され、そして、かんぽの宿問題などについては、背任未遂ということ

で検察に告発が行なわれるという動きもあったわけです。そういう責任追及の動きという

のが一方であったものですから、どうしてもその責任追及の動きと、今回我々がやろうと

している過去の旧体制における問題を検証することを通じて、今後の日本郵政に生かして

いこうという動きとが混同されかねない状況があって、そこで体制を少し組み換え、構成

を変えたわけです。親委員会としての日本郵政ガバナンス検証委員会の下に、純粋に中立

的、第三者的な有識者、専門家だけの構成で４名のガバナンス問題調査専門委員会を組織

しました。当初はそれにさらに２人、総務省の顧問、亀井久興顧問、保坂顧問が入られて

いていましたが、このお二人はもともと西川時代のいろんな問題について国会等で責任追

及をされてきた立場でした。ですから、その動きとは違うということを明確にするために、

組織体制の切りわけを行なったわけです。 

 そして、その上で、まずできるかぎり、旧体制における問題を幅広く、さまざまな確度

から調査をして、どういう問題であったのか。そこにガバナンス上、コンプライアンス上

どういう問題があったのかということを明らかにしたのが、個別事案検証の総括報告書で

す。かんぽの宿問題とか、一連の不動産売却問題とか、ＪＰＥＸ問題とか、さまざまな問

題について弁護士と総務省の郵政行政部と日本郵政の合同チームで調査を行なって、その

結果を赤松弁護士が総括報告書としてとりまとめたものです。それが３月末に完成したわ

けです。その調査結果を受けて、西川社長時代の日本郵政の問題を中間とりまとめという

形で、公表した、それが４月の上旬の中間とりまとめだったわけです。 

そして、そういう総括報告書で明らかにされたことを題材にしてガバナンス、コンプラ

イアンスの面から検討し今の日本郵政のガバナンス形態や経営、業務執行が過去の反省を

踏まえて十分な改善がはかられているんだろうか、まだ課題が残ってはいないだろうかと

いう観点から、さらにいろんな議論、検討を行なって、今回のガバナンス問題調査専門委

員会の最終報告書を作成して公表したわけです。 

 そういう意味で考えると、責任追及という面でも、その題材になり、根拠とされる事実

が、確かに今回の我々の調査の中でたくさん出て来たことは間違いありません。それは総

括報告書の中で詳細に触れられています。これは別に責任追及を目的としたものではあり

ませんけれど、事実関係を解明していけば、それは旧経営陣、執行部のやったことが問題

にされかねないような事実が含まれていることも間違いありません。しかし、そのことと、

ガバナンス問題調査専門委員会の報告書で述べていることはちょっと性格の違う問題です。

あくまで専門委員会はそういった過去の問題にもとづいて、これから日本郵政のガバナン

ス、コンプライアンスをどうしていくべきなのかということを検討したわけです。 



 そこで、我々が専門委員会での検討の視点の柱になったのは、まず１つは民営化によっ

てつくられた株式会社としての日本郵政がやはり一般の企業とはちょっと違った面がある、

株式会社としての特殊な面があるということです。それは何かというと、郵政事業という

ものがもともと官営で行なわれてきたときから、やはり政治に非常に深く関係していた。

政治の影響を強く受ける事業であった。それは民営化されても、そういう性格は基本的に

大きな変化がない、だから、郵政民営化後政治的な環境というのが非常に大きな影響を与

える、という厳然たる事実があるのです。そのことはこの数年間の日本郵政をめぐる動き

を振り返ってみると明らかです。政治情勢に大きく影響されて郵政という事業が営まれて

きたということははっきり言えます。 

 そういう面で、民営化しても、普通の株式会社とは違う面がある。政治的な影響を受け

やすいということを頭に入れて考えていかなければいけないということを、我々はまず基

本的な視点として指摘したわけです。 

それが、西川体制、西川社長時代の郵政の最大の問題でもありました。政治的な環境が

非常に大きく変化して、小泉政権ができたときから一気呵成に完全民営化の方向に突き進

んできた。それが 2007年参議院選挙で自民党が惨敗しときから状況が大きく変わってきて、

近いうちに郵政民営化の方向が見直されかねない、そういう危惧感を持つような状況の下

で、報告書でも指摘しているように、郵政民営化を逆戻りさせないように、とにかく早く

成果を上げ、事業の形をつくってしまって、後戻りさせないというような方向でこの日本

郵政という会社の経営、業務執行が行なわれてきた。その結果拙速な業務遂行によってい

ろんな問題が発生した。その典型的な例がＪＰＥＸ……ゆうパックとペリカン便の統合を

行おうとして、それが結局うまくいかず膨大な損失が生じてしまったというような結果に

もつながったわけです。 

 そこに今後の日本郵政のことを考えるにあたっても、まず政治の影響を非常に強く受け

るということが日本郵政の特質だという認識に立った上で、それでも株式会社としての経

営において絶対に不可欠なことがある。それがしっかりとしたガバナンス、しっかりとし

たコンプライアンスのシステムです。それをどうやって構築していくべきかという観点か

ら、我々は今回この専門委員会の報告書でいろいろな提言を行なったわけです。 

その提言の１つの目玉、１つの柱が委員会設置会社というガバナンス形態を再検討して

みる必要があるということです。委員会設置会社というのは社外取締役中心の取締役会、

そこで代表執行役などの執行部が選ばれて、基本的には経営は執行役、執行部に委ねられ

る。経営の基本方針が社外取締役中心の取締役会によって決定され、そして、その社外取

締役中心の取締役会が執行部の経営に対して、業務執行に対して監視・監督機能を果すと

いうガバナンス形態です。 

 この委員会設置会社というのは、基本的には公開会社で株主が社外取締役中心の取締役

を選ぶ。そして、それがちゃんとやらなくて、会社の業績がおかしくなったとか、株価が

どんどん下がっていくというときには、今度は株主がその取締役を解任する、クビにする



ということを通じて、社外取締役中心の取締役会がしっかり株主に対して責任を持った取

締役会の運営を行ない、意思決定を行ない、監視・監督機能を果していくということが期

待されているわけです。そういう考え方の委員会設置会社のガバナンス形態というのは、

今も国が１００％株式を持っていて、非公開会社である日本郵政にはまったく適合しない

ガバナンス形態ではないかということを、我々はまず言いたかったわけです。 

 なぜ、そういう非公開会社である日本郵政にはあまり適合しないようなガバナンス形態

が選択されたのかということを忖度、推測してみますと、これは小泉・竹中路線で郵政民

営化をまさに疾風怒濤の勢いで進めようとしていたわけですから、設立当初は１００％国

が株式を持った非公開会社であっても、まもなく相当の株式が売却されていって公開会社

になっていく。公開会社になっていった状況を見越して、報告書の中で書いているように

「前のめりに」、その公開会社に適したガバナンスが選択されたということではないかと推

測しています。そうだとすると、政権が変わり、郵政民営化の進め方についても政府の方

針が変わり、現在は、郵政改革法が国会に提出され、株式の売却のスピードも当初の予定

よりは相当遅くなることになっているわけですから、委員会設置会社というガバナンス形

態が本当に今の日本郵政にとって適切なのかということを改めて考え直してみる必要があ

るんじゃないかということです。 

 そして、今同じ委員会設置会社というガバナンス形態なんですが、西川社長時代の日本

郵政と今の日本郵政のガバナンス形態の違いは、取締役会に１３人もの多数の社外取締役

が入って構成されているということです。執行部も、西川社長時代は取締役である執行役

というのは、社長と副社長しかいなかったのが、今は５人になっています。そういう意味

で執行部たる取締役も数は増えているわけです。 

しかし、そもそも１３名もの社外取締役の構成というのは、先ほど言った監視・監督機

能を果す……取締役会が経営陣の、執行部の暴走をきちんとチェックするということに向

いてるかというと、必ずしもそうじゃないと思うのです。そういうたくさんの社外取締役

が日本郵政の経営に関わるということは、いろんな分野の、いろんな立場の人たちの意見

を採り入れることによって、多様な意見を採り入れることによって経営の方針を決めてい

くということに関してはいいんですが、監視・監督機能という面では、日本郵政の業務の

実情にそれほど精通してない社外取締役中心の取締役会の構成というのは、どうしても監

視・監督機能が不十分になってしまいかねない。そういうことで、たくさんの社外者を経

営に関わらせるんであれば、取締役会という会社のガバナンスのための機関ではなくて、

経営諮問委員会のような組織で、いろんな意見を出してもらって、それを経営方針に反映

させていくほうがいいんではないか。そういう意味での社外経営諮問委員会的なものの創

設というのも、もう１つの提言の目玉にしたということです。 

 コンプライアンスに関しては、日本郵政というのは、型通りの法令遵守的、規則遵守的

なコンプライアンスだけでは到底うまくいかない会社の典型だということです。法令遵守

には向かないという特質を持った会社なんだということです。それはなぜかというと、日



本郵政という会社は非常に特殊であって、政治の影響を受けて、いろんな方向に経営方針

が変わる。だから、法令、規則が環境の変化によって実態に合わなくなる可能性が大きい。

しかも、もう１つ重要なことは、もともと官業でやっていた事業を完全に民営化してやっ

ていこうと思えば、そこに民間の活力を採り入れていかないといけないわけですが、そこ

ではいろんな問題が発生し得るということです。典型的な問題が利益相反です。西川社長

時代にはクレジットカード事案とか、責任代理店事案の中でも問題になったような、もと

もと出身の企業などの関係で利害関係のある人が業者の選定手続に関わっていたという利

益相反の問題がコンプライアンス問題として発生しました。 

 しかし、報告書の中でも述べているように、これらは法令や規則に反しているかと言え

ばそうではないのです。では、規則が不備だったということだろうか。そういったことが

規則違反になるように、規則をがんじがらめに決めて、やっちゃいけないことを明確にし

て、それを守らせていくということで本当に済むんだろうかというと、必ずしもそうでは

ないだろうということです。本当にその日本郵政という会社がめざしていくものは何なの

か。そこで実現していくべき価値、応えていくべき社会の要請というのは何なのかという

ことを明確にした上で、実質的にそれらを実現していくことです。そのためには、型どお

りに規則を作って、やってはいけないことを明確にしようと思っても、それだけでは無理

です。民間の経験、ノウハウ、スキルを活かそうと思えば、民間企業の出身者を活用しな

いといけない。それが実質的に問題が生じないように、公正な、フェアな手続を確保して

いくことが必要です。今回問題になったような利益相反の疑いがある人達が関わっていて

も、それが公正さ、公平性という面で問題が生じないような、手続きを整えていく必要が

ある。そういう意味では日本郵政のコンプライアンスには法令遵守的な考え方ではなくて、

実質的に公正さを担保していくという柔軟な発想が必要なのではないかということをこの

中では書いているわけです。そういった考え方に基づいて、この日本郵政のガバナンス問

題調査専門委員会の最終報告書を先日大臣に提出して、これをぜひ今後の日本郵政の経営、

業務執行の参考にしていただきたいということで、今回の委員会を締めくくったというこ

とです。 

 それから、もう一つ今日のテーマとしては取り上げませんでしたが、北教組の問題で第

一回公判が開かれました。ちょっと呆れたというか、愕然としたというのが率直なところ

です。完全黙秘して争っていて、１審で認めるというのはどういうことなんですかね、い

ったい。何か争ったら具合の悪いことでもあるんでしょうか。寄附の宛先の問題、政党支

部宛ての寄附なのか、政治家個人宛てなのか、その点についての証拠があるのかどうかと

いうことが最大の問題だと、私は言ってきたんです。公認候補だから、政党支部も一生懸

命選挙活動をする。そして、個人の選対もあるということになると、どうしてもその活動

が一体的に行なわれて､資金も一体的に運用されるということがありうるわけだし、そうす

ると、お金を出す側は選対にお金を出していると言っても、政治家個人ではなくて、その

選対と密接不可分な関係にある支部の方への資金提供だと考えて出すのも、十分に可能性



はあるわけです。それだったら、今回の検察官の起訴事実には十分に争う余地があるはず

です。 

 そこが最大の争点で、そこにまったく納得できない。不当な組合弾圧の逮捕だ。だから

完全黙秘でずっと戦ってきたということだと思っていたんですが、それをあっさり第１回

で認めてしまって、結局どこから出たカネかもよくわからないし、それで終わりというの

はどういうことでしょうか。いったいどういうことだったのか釈然としない。ちゃんと争

うところは争って、公判で堂々と勝負をすべきだと思うんです。そんな腰砕けになるよう

だったら、最初から完黙なんかしなきゃいいんですよ。結局、いろいろ調べられたら具合

が悪いことがいっぱいあったから完黙していたんだというふうに思われます。これは小沢

さんが最初の不起訴処分の際の「公正・公平な捜査の結果と受け止める」というのと同じ

ですよ。そういうことをやっているから墓穴を掘るわけです。 

ということで、コメントするにも値しないというのが、今回の北教組の第１回公判に対

する私のコメントです。 

 

  

 

   


