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公益通報者保護法案（仮称）の骨子（案）に対する意見書 

 

２００３年１２月２０日 

日本弁護士連合会 

 

２００３年１２月１１日、内閣府国民生活局は次期通常国会に提出予定の公

益通報者保護法案（仮称）の骨子（以下、本法案骨子という）を公表し、パブ

リックコメントを求めているので、以下のとおり意見を述べる。 
 

第１ はじめに 

民間事業者だけでなく公的部門においても、さまざまな不祥事が内部告発に

よって明らかになっている。こうした内部告発が公益の擁護を図り、国民の知

る権利に応えるものとして社会に不可欠であることは、今日、広く社会的に認

識されているといえよう。このような公益通報を理由とする解雇等が無効であ

るとされるなど、現行法のもとでも公益通報に対する法的保護があるが、これ

を制度化して社会に保護を浸透させること自体は、本来求められているところ

である。 
しかし、同時に公益通報者保護制度は、２００２年度国民生活審議会消費者

政策部会や同部会の公益通報者保護検討委員会での審議でも明らかにされてき

たように、その保護要件の制度設計によっては、これまでの保護のレベルを引

き下げることにもなりかねない。２００３年５月に公表された国民生活審議会

消費者政策部会の「２１世紀型の消費者政策の在り方について」と題する報告

書（以下「報告書」という）でも、そこに盛り込まれた公益通報者保護制度（以

下「審議会案」という）の通報の対象や保護の要件が厳しいとの批判が相次い

だことから、「本制度の対象とならない通報については、一般法理に基づき、個々

の事案ごとに、通報の公益性等に応じて通報者の保護が図られるべきであり、

制度の導入により反対解釈がなされることがあってはならない。」と付言された

経緯がある。また、司法救済の結果だけでなく、本制度化の本来の趣旨に照ら

せば、公益通報をしようとする者への心理的影響にも十分配慮しなければなら

ない。少なくとも、本法案による制度化によって公益のために意義ある通報を

しようとする者を萎縮させることがあってはならない。 
当連合会は、２００３年７月１８日、公益通報者保護制度要綱を提案し、あ

わせて審議会案について批判的意見を述べたが、今般公表された本法案骨子に

よれば、同法案によって保護される通報の対象を犯罪となる行為（行政処分へ

の違反に対する刑事罰がある場合を含む）に限定したうえ、保護の要件を審議

会報告よりも厳しく制限しており、公益通報者を保護する観点から一層後退し

たものになっている。通報の分野に公的部門を加え、通報者に公務員や派遣社

員を加えるなど、審議会報告を拡大している部分もあるが、保護の要件が狭め
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られていることから、本制度全体としてむしろ問題が拡大されたといわざるを

えない。以下、本法案骨子に基づいて意見を述べる。 
なお、枠の中はパブリックコメントに付された本法案骨子である。 

 

第２ 本法案骨子に対する意見 

１ ．「目的」について 

１ ．目的 

公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報

に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の

保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる

法令の規定の遵守を図る。 

 

（意見） 

  本法案骨子は、「公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、

財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図る」ことのみを目

的としているが、目的そのものが狭すぎる。 

  公益通報者保護制度の目的が、「人の生命、身体、財産及び環境を危険に

さらし、その他国民の利益（個人的法益のみならず国家的法益や社会的法益

を含む）を侵害する違法行為に関する情報の開示を促進して社会の透明性を

確保し、危険を除去し、違法行為を是正させるために、これらの情報を通報

した者の保護について定め、もって国民の利益を擁護すること」にあること

を明記すべきである。 

 

（理由） 

１ そもそも、公益通報者保護制度は、国民生活審議会消費者政策部会におい

て「２１世紀型の消費者政策の在り方について」の検討がなされる過程で、 

新たな消費者政策の実効性を確保する手段としてその必要性が強く認識され

議論されてきた。 

すなわち、「事業者に対する規制を中心とした政策手法から、消費者と事

業者が市場において自由で公正な取引を行うためのルール（市場ルール）を

整備し、市場メカニズムを活用する政策手法に重点をシフトする必要がある」

（報告書１０頁）とする中で、消費者は、市場のプレイヤーとして、「必要

な情報を収集し、合理的に判断・選択し行動」し、「事業者・行政への働き

かけを行うことなどにより、消費者利益の確保に努める」（報告書１３頁）

といった役割を積極的に果たすことが求められるようになったが、こうした

消費者の主体的行動を基礎とした新たな消費者政策の実効性を確保するため

の社会制度として、公益通報者保護制度は必要不可欠なものと認識されてき

たのである。 

２ したがって、公益通報者保護制度は、第１に「消費者と事業者の間の情報
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力格差を埋めて、消費者が外部から入手しにくい情報を開示しやすくする通

報者の存在は大きな意義を持つ」(国民生活審議会消費者政策部会自主行動基

準検討委員会中間報告書２９頁)との視点から、消費者の「必要な情報を知る

ことができる」権利（報告書１１頁）を確立するための制度として導入され

るべきものである。 

  事業者や行政による法令の遵守のみならず広く違法行為の是正を目的に含

め、かつこれを事業者による自主的取組みや行政による監視機能のみに委ね

るのではなく、消費者への情報開示によって社会の透明性を確保し消費者の

監視のもとで違法行為の早期、確実な是正を図ることが、本制度の目的とし

て明らかにされる必要がある。 

３ またこうした公益通報者保護制度が持つ意義・目的は、消費者政策の実効

性確保のみに限定されるものではない。広く国民の知る権利を確立し、国民

が必要な情報を得て、事業者や行政への働きかけを行うことなどにより、主

体的に国民のあらゆる権利の確保に努めるためにも必要不可欠な制度である。 

４ 以上のような公益通報者保護制度の位置付けからすれば、公益通報者保護

制度は、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規

定の遵守を図ること」のみが目的とされるべきではなく、「人の生命、身体、

財産及び環境を危険にさらし、その他国民の利益（個人的法益のみならず国

家的法益や社会的法益を含む）を侵害する違法行為に関する情報の開示を促

進して社会の透明性を確保し、危険を除去し、違法行為を是正させるために、

これらの情報を通報した者の保護について定め、もって国民の利益を擁護す

ること」にあることが明記されるべきである。 
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２ ．「定義」について 

２ ．定義 

（１）「公益通報」 

①労働者が、【注：公務員を含む。】 

②不正の目的でなく、 

③その労務提供先（ア～ウの事業者をいう。）又はその役員、従業員等につ

いて 

ア 当該労働者を自ら使用する事業者【注：行政機関を含む。】 

イ 当該労働者が派遣労働者である場合の当該派遣労働者の派遣先 

ウ 当該労働者が事業に従事するア又はイの取引事業者 

④犯罪行為等の事実が生じ、又は生ずるおそれがある旨を、 

⑤次のいずれかに通報することをいう。 

ア 当該労務提供先又は当該労務提供先があらかじめ定めた者（以下「労

務提供先等」という。） 

イ 当該犯罪行為等の事実について処分又は勧告等をする権限を有する行

政機関 

ウ その者に対し当該犯罪行為等の事実を通報することがその発生又はこ

れによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者（当該

犯罪行為等の事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、

当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

る者を除く｡ 以下同じ｡ ） 

 

（意見） 

１ 本法案骨子において、本法案で保護の対象となる「公益通報」の定義をお

いたことは、本法案による保護される「公益通報」の範囲が、通報者、通報

内容、通報要件において限定されたものであることを強調するものとなって

いる。本法案の問題を示すものである。 

２ 審議会案はまず通報内容として消費者利益を侵害する法令違反を対象とし、

また国民生活にかかわる分野も含めることが望ましいとしていたが、本法案 

骨子では国民の生命・身体・財産の保護とし、公的部門を含めたものとして

通報者も公務員も含めることとしているが、本法案骨子にかかる通報内容、

外部通報の要件等によれば、一般法理による保護を制約する可能性が大であ

り、本法案の対象とする通報者の範囲が拡大することは全体として公益通報

を制限し、本法案の問題を拡大する結果となっている。 

３ 報告書は通報者について、「恐喝、加害などの不正の目的で行われてはな

らないことは当然であるほか、その目的が主として個人的利益を図る目的で

ないこと」としていたが、本法案骨子では、通報の目的については「不正の

目的でなく」とするにとどめた上で、通報先について後述９に述べる制限を

加えており、報告書の要件を緩和したものとはいえない。 

また、英国公益開示法では「in good faith」とされているに過ぎず、真摯

でまじめな通報であれば公益通報として受け止めるべきであり、さらに「不
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正の目的でない」ことの立証責任を通報者が負うことは通報者にとって加重

な負担である。後述するように、事業者内部や行政機関への通報の場合は、

英国公益開示法にならって「通報が真摯に行われたものであること」を要件

とすることで足りるというべきである。「不正の目的でない」との要件とす

るのであれば、少なくとも、立証責任を転換すべきである。 

４ 通報の対象となる行為について、当該労働者を使用する者だけでなくその 

派遣先や取引事業者の行為を含めるとしたことは適切である。 

５ 本法案で保護される通報内容の対象を「犯罪行為」としたこと（「犯罪行

為等」と記載されているが、本法案骨子２．（３）によれば最終的に行政処

分への違反行為が犯罪行為となる場合の当該処分の理由となる事実を「等」

としているものに過ぎない）は、本法案における「公益通報」の範囲と通報

者保護の範囲を著しく限定し、新たに公益通報者保護制度を設ける意義を大

きく減殺し、かえって現在の公益通報を制限するものとなるもので不当であ

る。報告書に至る国民生活審議会での議論でも、国民の生命、身体、財産を

侵害する事実の通報が、そのおそれのある場合も含めて保護されるべきであ

り、規制は常に被害の後追いとなるため、規制違反であることを要件とすべ

きでないと指摘されてきた。本法案骨子は、犯罪行為にかかるか否かを問わ

ず規制違反とした審議会案からも大きく後退している。この問題は事業者内

部への通報の場合をみれば明らかである。 

  また、「犯罪行為等」についても、「犯罪行為等の事実が生ずるおそれが 

ある」ではなく、「犯罪行為等のおそれ」とすべきである。「犯罪行為等の 

事実が生じるおそれ」では時間的に犯罪行為等の事実が生じていない未遂事 

犯を含めるに過ぎず、一部マスコミで報じられたように「犯罪のおそれ」（可

能性）を含めるものではないからである。規制違反とする場合についても同じ

である。 

６ 当該事業者内部への通報の要件として、「当該労務提供先」又は「当該労 

務提供先があらかじめ定めた者」としているが、派遣元や雇用元の事業者へ 

の通報を内部への通報に含めるべきである。派遣元や雇用元への通報が保護 

されないもとで派遣先や労務を提供している業者への通報を期待することは 

現実的でない。 

７ 行政機関への通報を、処分権限を有する行政機関のみとしているが、この

ような限定をすべきでない。行政機関と事業者との癒着の構造に照らせば、

当該監督官庁ではなく、第三者機関への通報制度を設けるべきであるが、少

なくとも、国民生活センターなど独立行政法人を含め、当該問題に関連する

行政機関への通報も保護されるとすべきである。行政内部での相互監視機能

を遮断すべきでないからである。 

８ 本法案骨子では、行政機関以外への外部への通報について、行政機関への

通報における要件に付加して、保護対象となる通報先を限定している。ここ

で、犯罪行為にかかる場合においてすら、「犯罪行為等の事実を通報するこ

とがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認め

られる者」としている。報告書では「相当な通報先」とされていたが、本法
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案骨子では、当該通報先への通報が「被害拡大防止に必要」であることを保

護要件に加えている。本法案骨子資料では「報道機関や消費者団体など、犯

罪行為等の事実の内容等に応じて様々な主体が考えられる」と記載されてい

るが、一般的可能性を述べるに過ぎず、通報者に当該通報先への通報の必要

性の立証負担を課すことによって外部通報を極めて限定する結果をもたらす

もので、不当である。 

なお、英国公益開示法では犯罪行為に限定しないことはもとより、問題が

継続していること又は将来生じる可能性が高いことだけでなく、通報先や問

題の重大性などをすべての事情を考慮して通報を保護するか否かを判断して

いることと比べても、本法案は保護される通報を極めて限定したもので、外

部通報をほとんど認めないというに等しい。 

９ しかも、規制行政機関以外の外部への通報においては、通報先の要件とし 

て、「当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ 

る者を除く」としているが、報道機関やＮＧＯなどへの通報を萎縮させるも 

ので不当である。その「おそれ」も含めていることから、よりその懸念が高 

い。 

犯罪にかかる事実の報道についても、事業者が、報道によって名誉・信用

を毀損され、正当な利益を害されたとして損害賠償請求を行うこと等があり

うるところであり、また、犯罪にかかる報道では犯罪事実だけを記載するこ

とはないから、報道機関への通報は保護されないとされる可能性がある。そ

の結果、特に報道機関への通報を抑制する役割をもつことになる。そもそも

通報先から除外するのではなく、後述のように、すべての事情を考慮して通

報先の相当性を判断するものとすべきであり、本法案骨子のこの要件は通報

先を極めて限定するもので削除されるべきである。 

 

（２）「公益通報者」 

公益通報をした労働者をいう。 

 

（意見） 

 労働者以外に当該事業者の役員及び取引事業者も公益通報者に含めるべきで 

ある。 

 

（理由） 

 骨子案は、公益通報の主体を労働者に限っているが、狭すぎると言わざるを

得ない。労働者だけでなく、役員も、事業者の内部情報をよく知りうる立場に

ある一方で、通報により不利益取扱いを受ける恐れがあるのであるから、公益

通報の主体から除く理由はない。また、雪印食品牛肉産地偽装事件の例に見る

ように下請業者や納入業者等当該事業者との取引業者も通報により契約解除や

取引縮小等の不利益取扱いを受ける恐れは大きい。したがって、取引事業者の

労働者のみでなく、取引業者自体も公益通報の主体に含める必要がある。 

 



 - 7 - 

 

（３）「犯罪行為等の事実」 

① 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、生活環境の保全、公正

な競争の確保 

その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令に

規定する罪の犯罪行為として別表に掲げるもの 

② 別表に掲げる法令の規定に基づく処分への違反行為が①の犯罪行為となる

場合における当該処分をする理由とされている事実（当該事実が別表に掲げ

る法令の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である

場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。）

【注：①と関連する法令違反行為】 

 

（意見） 

 公益通報の対象を、犯罪行為等の事実に限るのではなく、次のとおり広く定

めるべきである。 

① 人の生命、身体、財産が危険にさらされたこと、さらされていること、あ

るいはさらされるおそれがあること。 

② 環境が破壊されたこと、破壊されていること、あるいは破壊されるおそれ

があること。 

③ その他、個人の生命・身体・財産、消費者利益、生活環境の確保・保全、

公正な競争の確保及び国家・社会的法益に関する違法行為が行われたこと、

行われていること、行われるおそれがあること。 

④ 前各号のいずれかに該当する事態についての情報が故意に隠蔽されたこと、

隠蔽されていること、あるいは隠蔽されるおそれがあること。 

 

（理由） 

 報告書は公益通報の対象を消費者利益に限定していたが、本法案骨子では、

①国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令に規定する罪の

犯罪行為として別表に掲げるもの、②別表に掲げる法令の違反行為が直接には

犯罪行為にはならないものの、違反する場合に主務大臣が指示・命令を行い、

さらにその命令に違反する場合には犯罪行為となるという形により、最終的に

は刑罰でその実効性が担保されている場合の、処分の理由となる法令違反行為

に限っており、極めて狭い範囲に限定されている点で大きな問題がある。報告

書においても、「規制違反・刑法犯」としていたものを、さらに処罰に結びつ

くものに狭く限定したものとなっており、しかも、別表にどのような法律が入

るのか明確ではない。 

 本法案のような限定を加えれば、処罰規定による裏付けのない規制違反や、

形式的には規制違反に該当しない国民の生命・身体・財産等への侵害や危険、

民事不法行為上の違法行為等はいずれも本制度の対象外となる。例えば、雪印

乳業事件で問題となった総合衛生管理製造過程の承認を受けた製造過程の無断

変更、日本では禁止されていないが外国で安全性に問題があるとして禁止され
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ている食品添加物の使用、外国で危険性が認識され禁止されている医薬品の使

用（薬害エイズ事件を発生させた血液製剤など）、総会対策として株主でない

暴力団やその関連企業への利益供与、商品取引員が委託者に対して組織的に無

意味な反復売買を繰り返して損害を与えている場合等、本法案では公益通報の

対象外とされる例は枚挙に暇がない。 

 このように本法案のような公益通報の範囲の限定によって、本法案によって

新たに導入される制度が公益の擁護に役に立たないだけでなく、これまで一般

法理により保護されてきた通報も本制度の対象外となることから、逆に通報を

萎縮させることになり、「公益通報制限法」として機能するおそれが大きいと

言わざるを得ない。 

 英国公益開示法では、「犯罪事実」に限定しないことはもとより、民事法も

含めた「法的義務違反」、「個人の健康や安全に対する危険」、「環境破壊」

さらに「情報の隠匿」を対象としているのは、そうでなければ公益通報を公益

のために生かせないからである。わが国においても、この英国公益開示法にな

らい、通報の対象に、広く一般人が不正不当と考えるところを盛り込むべきで

ある。 
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３ ．「公益通報者の解雇の無効等」について 

３ ．公益通報者の解雇の無効等 

（１）解雇の無効 

労働者が次のいずれかに該当する公益通報をしたことを理由とする解雇

は、無効とすること。 

① 内部通報 

犯罪行為等の事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料する場合におけ

る労務提供先等に対する公益通報 

② 行政機関への通報 

犯罪行為等の事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当

の理由がある場合における当該犯罪行為等の事実について処分又は勧告等を

する権限を有する行政機関に対する公益通報 

③ 外部通報 

犯罪行為等の事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当

の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合におけるその者に対し当

該犯罪行為等の事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を

防止するために必要であると認められる者に対する公益通報 

イ ①又は②の公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ず

るに足りる相当の理由がある場合 

ロ ①の公益通報をすれば当該犯罪行為等の事実に係る証拠の隠滅等のおそ

れがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合 

ハ 労務提供先から①又は②の公益通報をしないことを正当な理由がなくて

要求された場合 

ニ 書面（電磁的記録を含む｡ ）により①の公益通報をした日から二週間を経

過しても、当該労務提供先等から当該犯罪行為等の事実について、調査を

行う旨の通知がない場合又は正当な理由がなくて調査を行わない場合 

ホ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると

信ずるに足りる相当の理由がある場合 

 

（２）労働者派遣契約の解除の無効 

派遣労働者が(１)①～③のいずれかに該当する公益通報をしたことを理由と

する労働者派遣契約の解除は、無効とすること。 
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（３）不利益取扱いの禁止 

① (１)のほか、事業者は、その使用し、又は使用していた労働者が(１)①

～③のいずれかに該当する公益通報をしたことを理由として、降格、減給

その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 

②(２)のほか、派遣先の事業者は、派遣労働者が(１)①～③のいずれかに該

当する公益通報をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならな

いこと。 

 

１ ①の内部通報の要件について  

（意見） 

（１）通報要件については 
「通報が真摯に行われたものであること」とすべきである。 

（２）通報先としては、労務提供先だけではなく、派遣元や雇用元の事業者へ

の通報も内部への通報として扱うべきである。 
 

（理由） 

（１）事業者内部への通報は、情報が外部に通報されるのではなく、その団体

等内部に留まるものであるから、通報により、その団体等に対し損害や不

利益を及ぼすおそれは少ないと言える。したがって、通報が真摯になされ

たものである限り、他の要件は必要なく、広く保護の対象とされなければ

ならない。これは、英国法が、団体等内部の通報につき「誠実性」（原文

では「in good faith」とあり、例えば、恐喝の達成のために明示的に開示

を行う場合には、この要件を欠くとされる）を備えた通報であれば保護の

対象としているのと軌を一にする。 

（２）本法案骨子では、事業者内部に通報する場合においても、保護の対象と

なる通報内容が外部への通報の場合と同一とし、刑罰でその実効性が担保

されている法令違反に限定しているため、その不当性が一層顕著となって

いる。 

実際に、事業者内部に設置されているヘルプラインへの通報も、犯罪行

為等に限定されているわけではなく、広く、違法行為、人の生命、身体、

財産への危険、環境破壊ないしそのおそれ、これらに関する情報の隠匿、

のほかに、自主行動基準違反、不正不当な行為が含まれているはずである。 

（３）２００２年４月に国民生活審議会消費者政策部会が公表した「消費者に

信頼される事業者となるために－自主行動基準の指針－」（中間報告）にお

いても、「事業者又は事業者団体においてはヘルプラインの設置により早期

に問題点を発見し、問題が大きくなる前に被害の未然防止を行い、再発防

止策を施すことが出来る体制を早急に整備すべきである。このような事業

者による体制の整備に加えて、いくつかの国で導入または検討されている

通報者を法的に保護する制度を検討すべきとの根強い意見が出された。…

…公益通報者保護制度は消費者問題に絡む法令等への違反だけに限定され

るわけではなく…」（２９頁）と記載されており、公益通報は幅広い範囲を
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含み、犯罪行為等に限定することは予定もされていなかった。犯罪行為等

に問題が深刻化する前段階の通報も大きな意味があるというべきである。 

（４）内部への通報の要件として、「当該労務提供先」又は「当該労務提供先

があらかじめ定めた者」としているが、派遣元や雇用元の事業者への通報

も内部への通報に含めるべきである。派遣元や雇用元への通報が外部通報

として扱われほとんど保護されないもとで、派遣先や労務を提供している

事業者への通報を期待することは現実的でない。特に雇用元が当該労務提

供先の取引業者の場合、労務提供先が通報に対する報復として取引契約を

解除しても本法案骨子では何の保護も与えられないことから、労務提供先

への通報は抑制されることは明らかである。 

 

２ ②の行政機関への通報の要件について 

（意見） 

（１）通報要件については 
①通報が真摯になされたものであること 
②本法案骨子２（３）に対する意見に記載した①ないし④の事項に関する

通報の内容が、その根幹部分において、真実であること又は通報時にお

いて真実であると信じるに足る相当な理由があること 
とすべきである。 

（２）通報先行政機関として、「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」

に限らず、通報内容に関連する事柄を業務の対象とする行政機関及び国民

生活センター等の独立行政法人も含むべきである。 

（３）通報者が、上記「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」や「関 

連行政機関等」を誤認して、権限を有しない行政機関や、関連しない行政

機関等に申告した場合でも、保護されることを明記すべきである。 

 

（理由） 

（１）保護の対象となる通報の内容を、「犯罪行為等の事実」ではなく、広く定

めるべきことは本法案骨子２（３）に対する理由に記載したとおりである。 

また、環境省、国民生活センター、食品安全委員会等、一定の事項を業

務の対象としながら、事業者に対する処分・勧告権限を有しない行政機関

や独立行政法人も、通報先に含めるべきである。事業者と規制行政機関の

癒着により公益通報が適切に処理されないおそれがあり、関連行政機関の

相互チェックを働かせる必要があるからである。 

（２）さらに、行政機関等の所掌業務について通報者が正確な知識を有してい

ないことが考えられるので、上記「処分又は勧告等をする権限を有する行

政機関」や「関連行政機関等」を誤認して、権限を有しない行政機関や、

関連しない行政機関等に申告した場合でも、保護されることを明記すべき

である。 
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３ ③の外部通報の要件について 

（意見） 

（１）通報要件については、 

①通報が真摯になされたものであること 
②専ら個人的利得を得る目的で通報したものではないこと 
③本法案骨子２（３）に対する意見に記載した①ないし④の事項に関する

通報の内容が、その根幹部分において、真実であること又は通報時にお

いて真実であると信じるに足る相当な理由があること 
④通報の対象となった事業者等の行為の内容、人の生命、身体、財産、環

境、保護法益への侵害、危険の程度、通報先、通報者がその外部通報先

に通報するに至った事情等を考慮し、当該外部通報先への通報が相当で

あること、又は通報時において相当であると信じるに足る合理的理由が

あること 
とすべきである。 

（２）仮に上記④に替えて本法案骨子のような個別的な要件を設けるのであれ

ば、最低限以下のように英国公益開示法の水準とすべきである。 
「以下のいずれかの条件を満たし、かつ、通報先がいかなる者であるか

も含め、全ての事情を考慮して、通報を行うことが合理的であること。 
イ 内部通報又は行政機関への公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱

いを受けると合理的に信じた場合 

ロ 内部通報又は行政機関への公益通報をすれば当該犯罪行為等の事実に

係る証拠の隠滅等のおそれがあると合理的に信じた場合 

ハ 当該労働者が既に使用者又は行政機関に当該問題を通報していること 

二 当該問題が特に重大な性質のものであること 

（３）通報先について、「当該犯罪行為等の事実を通報することがその発生又は

これによる被害の拡大を防止するために必要と認められる者」と限定する

のは妥当ではない。 

 

（理由） 

（１）「本法案骨子」は、外部通報の要件として、規制行政機関への通報の場合

の要件に加えて、上記本法案骨子のイ～ホの要件のいずれかに該当する場

合に、「その者に対し当該犯罪行為等の事実を通報することがその発生又は

これによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対す

る公益通報」のみが保護されることになっている。 

（２）犯罪行為等の場合においては、イ、ロの危険性は常にあるが、公益通報

の正当性が訴訟で争われた際に、通報者において、通報時に将来不利益取

扱いや証拠隠滅が行われたはずであると信ずるに足りる相当の理由があっ

たことを立証することは極めて困難である。 

ハの要件は、このような規定がある場合に、労務提供先があからさまに

口止めをすることは考えられず、却って陰湿な暗黙の圧力が加えられるこ

とを助長する恐れがある。 

ニについては多くの問題がある。まず、事業者内部への通報について定
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めるだけであり、行政機関への通報後にその取扱いの如何にかかわらず外

部への通報への道が開かれていない。 

次に、事業者内部への通報においても、書面による顕名を要求されるた

め通報者には萎縮効果をもたらすことになる。 

第３に、労務提供先において２週間の猶予をもって一応調査する旨回答

してその後放置した場合には、通報者は外部へ通報できないことになる。

この場合は一応「正当な理由がなくて調査を行わない場合」に該当する可

能性があるが、後述のように本法案骨子では通報を受けた事業者には調査

状況や調査の結果を回答する法的義務はない（単なる努力義務にとどまり、

通報の要件ともリンクしていない）ので、調査せずに放置されていても、

通報者は、そのことを知ることはできず、結局通報できないことになる。

また、一応調査したが犯罪事実等を確認できないと事業者が回答した場合

も、外部への通報の道が開かれていない。 

報告書では、事業者内部や行政機関に通報した後、相当期間内に通報の

対象となった事業者の行為について適当な措置がなされない場合には外部

通報の道が開かれていたことに比べて大きく後退しており、極めて問題で

ある。 

ホは人の生命身体に急迫した危険がある場合というのであるから、極め

て希有なケースである。 

結局、本法案骨子における通報要件のもとでは、事実上、事業者内部ま

たは規制行政機関への通報以外に殆ど通報先を考えることができないとい

わざるをえない。本法案では犯罪行為等のみを通報対象としており、前記

イ～ホの要件を課すことの不当性は一層明らかである。 

（３）公益通報者保護制度が、事業者のコンプライアンスの確保及び消費者の知 

る権利に資するという目的を果たすためには、事業者内部や行政機関に対す 

る通報だけでなく、その他事業者外部への通報も広く保護の対象とされる必 

要がある。 

本法案骨子の外部通報の保護要件は、結局、公益通報者によって提供され

る情報を事業者内部と行政機関のみに集中させるしくみである。しかし、日

本の企業風土の現状からすれば、事業者内部に通報をすれば事業者から有形

無形の圧力を受けるおそれがあり、日本の行政システムの現状からしても、

行政機関への通報に対して、行政が迅速適切に対応することを期待すること

は困難と言わざるを得ない。行政機関以外への外部への通報が保護されるシ

ステムがあってはじめて、事業者内部や行政機関への通報に対する適切な対

応が確保され、また適切に処理されるよう監視することが可能となるのであ

り、とりわけ、マスコミへの通報が必要に応じて保護されることが不可欠で

ある。 
本法案骨子のように、行政機関以外の外部への通報の保護要件を具体的か

つ限定的に規定し、要件を充たさない外部への通報が保護されない制度を設

けることは、むしろ公益通報者を萎縮させることにつながり、公益通報者保

護制度を設ける制度目的に反するものである。 
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   したがって、外部通報の保護要件としては、意見で述べたように判断要

素を例示しつつ包括的な要件（製造物責任法における「欠陥」の定義規定を

参照）とし、上記諸事情を考慮して、個々の事例に応じて判断することとし

て、保護の範囲を不当に狭めないことが必要である。 
（４）なお、仮に本法案骨子のような個別要件を設けるとしても、少なくとも

以下のように、英国公益開示法におけると同様の要件にとどめるべきであ

る。そうでなければ、立法化によって却って公益通報を抑止する結果とな

ってしまうことは明らかである。 

よって、以下のいずれかの条件を満たし、通報先がいかなる者であるか

も含め、全ての事情を考慮して、通報を行うことが合理的であること、と

すべきである。 

イ 内部通報又は行政機関への公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱

いを受けると合理的に信じた場合 

ロ 内部通報又は行政機関への公益通報をすれば当該犯罪行為等の事実に

係る証拠の隠滅等のおそれがあると合理的に信じた場合 

ハ 当該労働者が既に使用者又は行政機関に当該問題を通報していること 

二 当該問題が特に重大な性質のものであること 

 

３ 保護の内容について 

（意見） 

  保護を受けるべき通報者ごとに、以下のとおりとすること。 

（保護を受ける通報者） 

①事業者等の職員、労働者（パート・アルバイトを含む） 

②契約社員、派遣労働者、下請・協力事業者の労働者 

③事業者等の役員 

④退職者（役員を含む） 

⑤事業者等との取引等によって通報の対象となる情報を知った者 

   

（保護の内容） 

（１）①の者が通報を行ったことによる解雇は無効とする。また、降格、減

給等の懲戒処分や、不利益な配置転換、昇級・昇格差別等の人事上の措

置、その他業務に従事させない、専ら雑役に従事させるなどの雇用環境

等に関する事実上の措置を含め、一切の不利益な取扱いをしてはならな

い。その違反に対しては、当該団体等に対して刑事罰を課する。通報者

は、公益通報を行ったことについて、刑事上、民事上の責任を問われな

い。 

（２）②の者が通報を行ったことによる契約解除及び通報者に対する解雇は

無効とする。また、通報者に対し（１）と同様、懲戒処分、人事上の措

置、その他雇用環境等に関する事実上の措置を含め、一切の不利益な取

扱いをしてはならない。通報者は、公益通報を行ったことについて、刑

事上、民事上の責任を問われない。 
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（３）③、④の者が通報を行ったことに関して一切の法律上、事実上の不利

益な取扱いをしてはならない。通報者は、公益通報を行ったことについ

て、刑事上、民事上の責任を問われない。 

（４）⑤の者が通報を行ったことによる取引等の契約解除は無効とする。通

報者は、公益通報を行ったことについて、刑事上、民事上の責任を問わ

れない。 

（５）①ないし⑤の通報者が法律上又は契約上守秘義務を負う場合であって

も、本制度による通報を妨げず、刑事上、民事上、行政上の責任を問わ

れない。ただし、（４）の場合において、弁護士、公認会計士、税理士、

医師、薬剤師、公証人等一定の職業に就く者が、事業者等との信頼関係

に基づき職務上知った秘密は除く 

 

（理由） 

１ 上記の各要件を満たす通報については、本制度による保護を受けることと

なるが、保護の内容はどのようなものとすべきかが極めて大切である。この

点については、保護を受ける通報の主体ごとに見ていく必要がある。 

２ 事業者等の職員、労働者（パート・アルバイトを含む。） 
公益通報を行ったことにより、解雇、懲戒、不利益な配置転換、昇級・昇

格差別等の人事上の措置、その他業務に従事させない、専ら雑役に従事させ

る、職場でのいじめ等雇用環境等に関する事実上の措置を含め、一切の不利

益的な取扱いをしてはならないことは当然である。即ち、解雇は無効とし、

その他の上記のような法律上、事実上の不利益取扱いは全て禁止する必要が

ある。 
わが国において、通報者保護の企業文化ないしは社会的風土が根付いてい

るとは言えず、組織内の密室において通報者がこうした不利益を受けるおそ

れが高い。したがって、事業者等が公益通報者に対して不利益な取扱いを行

った場合には、当該事業者等に対して刑事罰を課すことにより、そのような

行為を抑制する必要性が大きい。 
また、通報者が通報したことによって、刑事責任を追及されたり民事上の

損害賠償等の責任を問われたりするおそれがあれば、通報は事実上不可能と

なる。要件を満たす公益通報をしたことについて、刑事上、民事上の責任は、

問われないことを明記する必要がある（正当な争議行為を刑事的にも民事的

にも免責する労働組合法の規定を参照）。 
３ 契約社員、派遣労働者、下請・協力事業者の労働者 
公益通報を行ったことによる契約社員との契約の解除、当該派遣労働者に

関する派遣事業者との派遣契約の解除や派遣元による解雇、下請・協力事業

者による当該労働者の解雇は無効とし、その他法律上、事実上の一切の不利

益的取扱いも禁止する必要がある。この場合、事業者のみでなく、通報者と

労働契約を結んでいる、派遣事業者、下請・協力事業者による解雇や不利益

な取扱いも禁止することも含まれる。 

通報者が、公益通報をしたことについて、刑事上、民事上の責任を問われ

ないことも、（２）の労働者の場合と同様である。 
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４ 事業者の役員、及び、退職者（役員を含む。）            

公益通報を行ったことに関して一切の法律上、事実上の不利益な取   

 扱いをしてはならない。したがって、退職者につき、退職金の支給や   

 企業年金等において不利益な取扱いをすることは禁止される。 

また、通報者が公益通報をしたことについて、刑事上、民事上の責任を問

われないことは、（２）（３）と同様である。 
５ 事業者等との取引等によって通報の対象となる情報を知った者 
通報を行ったことによる取引等の契約解除は無効とする必要がある。 

通報者が、公益通報をしたことについて、刑事上、民事上の責任を問われ 

ないことは、（２）ないし（４）と同様である。 

６ これらの保護に加えて、通報者が、法律上又は契約上守秘義務を負う場合で

あっても、本制度による通報を妨げないものとすべきである。通報したこと

が法律上又は契約上の守秘義務違反に当たるとしてその責任を問われること

となると、通報が抑止され、公益通報者保護制度は有名無実となる。そこで、

上記各要件を満たす場合には、公益通報に必要な範囲において、刑事上、民

事上免責されることとすべきである。 
しかし、職務の性質上高度の守秘義務を負い、刑法や特別法で秘密漏示を

禁じられている弁護士、公認会計士、税理士、医師、薬剤師、公証人等一定

の職業に就く者が、事業者などとの信頼関係に基づく取引において、職務上

知った秘密については、刑事上、民事上の免責の対象から除外すべきである。 

 
４ ．「事業者及び行政機関がとるべき措置」について 

４ ．事業者及び行政機関がとるべき措置 

（１）事業者による是正措置等の通知の努力義務 

書面により公益通報者から３ .(１)①の公益通報をされた事業者は、犯罪行

為等の事実の是正措置をとったときはその旨を、犯罪行為等の事実がないとき

はその旨を、当該公益通報者に対し、遅滞なく、通知するよう努めなければな

らないこと。 

  
（意見） 
事業者のとった措置について通知することの努力義務を盛り込んだに過ぎず、

このような努力義務は、あるべき公益通報者保護にとってはもとより、本法案

が目的とする利益の保護にとっても何ら資するところがない。このような義務

を設けるのであれば、事業者における調査の結果、何らかの是正措置が現にと

られた場合、また犯罪行為等の事実がないと事業者が判断した場合には、その

調査結果、是正措置の内容、犯罪行為等の事実がないと判断した場合にはその

判断の理由を、公益通報者に遅滞なく通知する義務を明記すべきである。また、

その義務違反がある場合には、外部への通報が可能とする規定を設けなければ

意味がない。本法案骨子参考資料が参考法令として掲げ、明確な義務規定を設

ける「特定商取引に関する法律」における事業者の通知義務でさえ守られてい

ない例が多く見られることからしても、努力義務規定に実効性を期待しえない

ことは明らかである。 
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 本法案骨子３（１）③ニに対して問題点として述べたとおり、公益通報を受

けた事業者は、公益通報があった日から２週間以内に調査を行う旨通知すれば

足り、公益通報者はその後事業者においてどのような調査・処理が行われたの

か知らされる保証がないまま、外部への通報が許されなくなることになる。か

かる努力義務には制裁等何らの実効性確保の方法が講じられていないため、「調

査中」の名のもとに問題が放置される余地を認めてしまっているのに等しい。 
 通報を受けた事業者の義務が、かかる事後的な通知の努力義務のみに止まっ

ていることこそが、本法案が真に実効ある公益通報者保護制度を構築しようと

するものでないことを端的に示しているといえよう。 
 

（２）行政機関による措置の義務 

① 公益通報者から３ .(１)②の公益通報をされた行政機関は、必要な調査を

行い、当該公益通報に係る犯罪行為等の事実があると認めるときは、法令

に基づく措置その他適当な措置をとらなければならないこと。 

② ３ .(１)②の公益通報が、誤って当該公益通報に係る犯罪行為等の事実に

ついて処分又は勧告等をする権限を有しない行政機関に対してされたとき

は、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る犯罪行

為等の事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示し

なければならないこと。 

  
（意見） 
①は行政機関の義務違反が何らかの効果に結びつくものではないため、かか

る規定を設けるまでもない当然のことを記載しているにすぎない。行政機関の

措置についての義務規定として、一定期間内に必要な調査が開始されない場合

や、その結果が公益通報者に報告されない場合には、直ちに外部通報を可能と

することこそが必要である。 
 ②については、当該公益通報に係る犯罪行為等の事実について処分又は勧告

等をする権限を有しない行政機関に対してされたときでも、公益通報者が権限

を有する行政機関に対して通報した場合と同様に保護されることを明記すべき

である。 
 
５ ．「別表」について 
５．別表 

・刑法の罪 

・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の罪 

・食品衛生法の罪 

・証券取引法の罪 

・農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の罪 

・大気汚染防止法の罪 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の罪 

など 
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（意見） 

 公益通報者保護法の対象となる通報の対象事実を、法令違反に限定すること

自体反対であるが、その対象となる法令を別表において列挙し制限することに

は強く反対する。 

 国民の利益に関わる法律が、新たな法益侵害行為が生じるつど後追いで制定

されている現状に鑑みると、保護される通報の対象法令が限定列挙されること

は全く不合理である。 

また、本法案骨子のように、別表方式で対象となる法令を限定列挙すると、個

別法令の改廃に適時に対応することが難しいという技術的な問題も生じるので、

妥当ではない。 

少なくとも個人的法益及び社会的・国家的法益に関わるすべての法令が、保護

される通報の対象とされるべきである。 

 

６ ．「その他」について 
６ ．「その他」 

施行期日その他所要の規定を置くこと。 

 
(意見) 
１ 施行期日に関しては、施行期日前の事項についても通報対象となりうるこ

とを明記すべきである。 
２ 施行期日に関する規定のほか、以下の規定を盛り込むべきである。 
・従業員等に守秘義務を負わせる内容の契約等によって、公益通報が妨げら

れることも予想される。そこで、守秘義務を負わせる契約等は、公益通報

を妨げる限りにおいて無効とすべきである。 
・また、通報者の氏名、住所等、通報者が特定されるおそれのある情報の保

護は特に重要である。法的保護制度を充実させても、通報者を特定しうる

情報が開示されると、事後的に嫌がらせや事実上の不利益な取扱い等を受

けることになりかねず、公益通報を極度に萎縮させることになる。そこで、

匿名による通報であっても保護されることを明らかにし、通報者の氏名、

住所等通報者が特定されるおそれのある情報については絶対的に保護され

なければならず、情報公開法においても非開示事由とする必要がある。 
・さらに、公益通報の文化が十分育っていないわが国においては、意識的に

公益通報を奨励するのも一方策である。そのためには、通報者が違法行為

に加わっている場合においても、本制度による通報をした場合には、情状

により、行政処分の減免をできることとすべきである。 
 

７ ．一般法理との関係について 

（意見） 

本法案に、「本法による公益通報者保護は最低限のものであるから、本法の対

象とならない公益の擁護にかかる通報についても一般法理に基づき保護が図ら

れるものとし、労働基準法第１８条の２その他の通報者保護に関する法令（判
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例を含む）の適用は排除されない。」との条項を加えるべきである。 

（理由） 

報告書では、保護の対象･要件が狭く、このような要件のもとでは現行法のも

とでの保護の水準を切り下げることになりかねないとの批判が相次いだことか

ら、「なお、本制度の対象とならない通報については、一般法理に基づき、個々

の事案ごとに、通報の公益性等に応じて通報者の保護が図るべきであり、制度

の導入により反対解釈がなされることがあってはならない。」との記載が挿入さ

れていた。２００３年１２月１０日の国民生活審議会消費政策部会においても、

事務局の国民生活局担当官は、「本法案は最低限保護される公益通報を明確化し

たもので、解雇権濫用等の一般法理による保護は従前どおりであり、これを制

限するものではないので、本法案によって総体として現状より保護が厚くなる

はず」と答弁している。 

しかしながら、公益にかかる事実の事業者外部への通報について、解雇権や

不利益措置についての判例は、真実相当性をもって保護すべきとするものから、

事業者内部での改善の努力を尽くしたこと等を要求するものまであり、また、

個別事案によるところも大きいといえる。このような状況下で、今回の法案に

よれば、本法案によって外部への通報を行ったものが保護されるためには、通

報内容が犯罪行為であっても上記のような厳格な保護要件を満たすことが求め

られることになる。犯罪行為に該当しない法令違反や国民の生命・身体に危険

を及ぼす行為であるが該当する法令を欠いている場合に、裁判所においても、

上記限定要件と同様か、更に厳しい要件を求められることになることが大いに

懸念される。 

通報対象や保護要件の規定が限定的記述となっていることから、国民生活局

担当官が答弁しているように本法案骨子に示す要件が｢保護の最低限｣を明確に

したものであるとするのであれば、その趣旨が法文に明記されていなければな

らない。そうでなければ、裁判所における個別事件の適用において、柔軟な法

令適用を期待し得ないといわねばならない。むしろ、雇用等の現場において濫

用を招来しかねないもので、一般法理に大きな抜け穴を設けることとなること

が懸念されることから、この趣旨を明記しておくことが必要である。 
以 上 

 


