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1．はじめに
　最近は、企業が不祥事を起こした場合に、
不祥事の原因究明や再発防止策を提言する
ために、弁護士などにより構成される第三
者委員会が設置されることが多くなってい
ます。たとえば、大手製紙メーカー関連会
社が役員へ巨額の貸付けを行い、それらが
カジノで費消された事件や、精密機械メー
カーが資産運用による巨額な損失を「飛ば
し」として不正名会計処理を行った事件に
おいて、第三者委員会が設置されました。
　そして、スポーツ界における不祥事等に
おいても、第三者委員会が設置される場合
があります。具体的には、大相撲の八百長
問題（故意による無気力相撲の問題。以下
「八百長問題」と言います）において財団
法人日本相撲協会が設置した特別調査委員
会、国民体育大会の参加資格に疑義が生じ
た問題において公益財団法人日本体育協会
が設置した第三者委員会は、記憶に新しい
ところです。
　第三者委員会については、その委員に弁
護士が主要なメンバーとなるのが通例であ
ることなどから、日本弁護士連合会が、自
主的なガイドラインとして、平成22年 7
月15日（ただし、同年12月17日改訂）、「企
業等不祥事における第三者委員会ガイドラ
イン」（以下「ガイドライン」）を策定して
います。
　そこで、今回は、第三者委員会の概要や
問題点などについて、大相撲の八百長問題
に関する特別調査委員会の活動内容も踏ま
えて、解説したいと思います。

2．第三者委員会の定義・目的
　第三者委員会とは、企業や組織において、

犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くよ
うな不正・不適切な行為等が発生した場合
および発生が疑われる場合において、企業
等から独立した委員のみをもって構成さ
れ、徹底した調査を実施したうえで、専門
家としての知見と経験に基づいて原因を分
析し、必要に応じて具体的な再発防止策等
を提言するタイプの委員会であるとされて
います。
　第三者委員会の目的は、株主、投資家、
消費者、取引先、従業員、債権者、地域住
民などといったすべてのステークホルダー
のために調査を実施し、その結果をステー
クホルダーに公表することで、最終的には
企業等の信頼と持続可能性を回復すること
とされています。
　第三者委員会は、企業等の経営陣などに
よって設置されるにもかかわらず（第三者
委員会は法令上の組織ではなく、あくまで
も企業等によって設置される私的な組織に
すぎません）、経営陣のために活動するの
ではなく、株主や消費者などのために活動
するという点に大きな特徴があります。企
業等の不祥事は、企業等の現経営陣に何ら
かの落ち度があって生じることが多いもの
です。そして、第三者委員会の委員に報酬
を支払うのは企業等の経営陣であり、第三
者委員会が経営陣に迎合し、不十分な調査
しか行わない可能性があります。そこで、
第三者委員会が経営陣から独立して、その
圧力を受けずに、「すべてのステークホル
ダーのために」活動できるようにすること
を主眼として、ガイドラインが作成されて
いるのです。
　八百長問題においても、日本相撲協会側
としてはこの問題に関与した力士が少数で

あり、何十年も前に遡って、有名な力士が
八百長問題に関与していたことを認定され
ることや、八百長問題の防止策を実施しな
かった理事会の責任を指摘されることを危
惧していたものと考えられます。特別調査
委員会としては、このような協会側の意向
などに影響を受けず、独立した立場で調査
し、相撲ファンを含めたすべての関係者の
ために活動する必要があるのです。

3．第三者委員会の活動内容など
　第三者委員会は、不祥事の原因となった
事実関係を調査し、事実認定を行い、当該
事実を評価して原因を分析し、再発防止策
などの提言を行い、調査報告書を企業等に
提出するという活動を行います。
　警察等の捜査機関は犯罪事実を調査し、
裁判所に起訴して有罪判決を得るために捜
査を行いますが、第三者委員会は、犯罪行
為に該当する事実のみならずより幅広い事
実を調査・認定します。
　八百長問題は、野球賭博の捜査の過程で
警察が押収した携帯電話のメールを復元し
たことが発覚のきっかけとなっています
が、警察は八百長問題の捜査を行っていま
せん。これは、八百長が犯罪とは言いきれ
ず捜査の対象にならないからに他なりませ
ん。第三者委員会は、犯罪ではないものの
社会的な批判を浴びる不祥事について調査
を行うという役割も担っています。
　また、第三者委員会は、認定した事実を
評価して原因を分析し、再発防止策の提言
を行うという点でも捜査機関とは異なった
活動を行うものです。八百長問題にかかる
調査報告書（後で述べるとおり、私が調査
した限り、すべては公表されていないよう
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です）においては、「大相撲ファンや各界
有識者や報道から、『故意による無気力相
撲』についてのさまざまな指摘や意見がな
されてきた。しかるに、日本相撲協会は、
個々の力士に対する注意や指導はしてきた
ものの、有効な防止策を継続的に実施しな
かった。歴代の理事、師匠をはじめとする
指導者層の責任は重い」として、問題の原
因を分析しています。

4．第三者委員会による調査に強制力が
ないこととそれに対する方策など
（1）調査に強制力がないこと
　第三者委員会は、法令等の根拠により設
置される警察等の捜査機関と異なり、あく
までも企業等が自主的に設置する私的な組
織にすぎません。したがって、第三者委員
会には、被調査者の意に反して身柄を拘束
する、証拠を差し押さえるなどの強制的な
調査権限はありません。第三者委員会は、
企業等や被調査対象者の任意の協力を得ら
れなければ、十分な調査を行うことができ
ないのです。
　八百長問題の調査においても、調査の対
象となった力士に対し、事情聴取を求める
ことはできますが、拒絶されれば逮捕して
取り調べるということはできません。また、
八百長の記録が残っていると疑われる携帯
電話などの提出を求めても、「機種変更を
したため捨てた」、「壊れてしまった」など
として拒絶されれば、これを強制的に取得
することはできません。
　誰しも自己に不利益な情報は隠したいと
考えるのが通常です。八百長問題において
も、最終的に故意による無気力相撲に関与
したと認定された力士25名のうち、3名
しか関与を自認していなかったようです。

（2）調査に強制力がないことに対する方策
　強制力を持った調査を行えないという点
は、第三者委員会の調査の限界を示すもの
です。しかしながら、そのような中でも可
能な限り充実した調査を行えるよう、ガイ
ドラインは次のような指針を示して、企業

等への協力を求めています。
　すなわち、第三者委員会は、受任にあたっ
て、
①企業等が、第三者委員会に対して、企業
等が所有するあらゆる資料、情報、社
員へのアクセスを保障すること
②企業等が、従業員等に対して、第三者委
員会による調査に対する優先的な協力
を業務として命令すること
③企業等は、第三者委員会の求めがある場
合には、第三者委員会の調査を補助す
るために適切な人数の従業員等による
事務局を設置すること。当該事務局は
第三者委員会に直属するものとし、事
務局担当者と企業等の間で、厳格な情
報障壁を設けること
などを求めるものとしています。
　そして、企業等による十分な協力を得ら
れない場合や調査に対する妨害行為があっ
た場合には、第三者委員会は、その状況を
調査報告書に記載できるとされています。
　また、企業等は、第三者委員会に対する
事案に関する従業員等の自主的な申告を促
進する対応（たとえば、行為者が積極的に
自主申告して第三者委員会の調査に協力し
た場合の懲戒処分の減免など）をとること
が望ましいとされています。

（3）具体的な調査の内容
　このような方策のもと、第三者委員会は、
企業等から情報の提供を受け、関係者から
のヒアリングを行えるようになります。
　このうち、ヒアリングは特に重要であり、
被疑者の取り調べなどに精通した検察官出
身の弁護士などが、委員となる場合も多く
みられます。また、最近では、デジタル・
フォレンジックというコンピュータの解析
作業も行われています。
　八百長問題においても、関与が疑われた
力士からのヒアリング、警察から提出を受
けた携帯電話の解析が行われています。

5．調査報告書の公表
　ガイドラインにおいては、企業等は、提

出された調査報告書を、原則として、遅
滞なく、不祥事等に関係するステークホ
ルダーに対して開示するものとされていま
す。調査報告書の開示の範囲は、事案ごと
にケース・バイ・ケースで判断されること
になりますが、広く社会の信頼を害した事
案については、記者発表、ホームページな
どによる全面開示が原則となります。不祥
事は、企業等の隠蔽体質が原因で生じてい
ることも多く、調査報告書が公表されては
じめて信頼が回復されるという事案も多い
ように思われます。
　八百長問題においては、私の調査した限
り、最終報告書の一部については記者会見
で読み上げられたことから、その内容が公
表されていると考えられますが、第1次報
告書および第2次報告書については公表
されていないようにも思われます。八百長
問題は、相撲ファンに対して大きな不信感
を与えた問題ですから、相撲ファンの信頼
を回復するためにも、力士のプライバシー
に関する部分を黒塗りにするなどの配慮を
行ったうえで、調査報告書全部をインター
ネット上に公開するなどの対応がされても
よかったのではないかと考えます。

6．調査委員会の独立性を
確保するための方策など
（1）起案権の専属
　調査報告書の起案権は第三者委員会に専
属し、第三者委員会は、調査により判明し
た事実とその評価を、企業等の現在の経営
陣に不利となる場合であっても、調査報告
書に記載するとされています。

（2）委員の構成について
　委員数は3名以上とされており、企業
等と利害関係を有する者は、委員に就任す
ることはできないとされています。いわ
ゆる顧問弁護士は、「利害関係を有する者」
として委員に就任することはできないとさ
れていますが、他方、企業等の業務を受任
したことがある弁護士や社外役員について
は、直ちに「利害関係を有する者」に該当
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するものではなく、ケース・バイ・ケース
で判断されるものとされています。
　第三者委員会の独立性を重視すれば、企
業等の外部者だけで委員を構成すべきとも
言えます。しかしながら、前に述べたとお
り、第三者委員会には捜査機関と異なり強
制的な権限がなく、充実した調査を行うに
は企業等の協力が不可欠であることを踏ま
えると、企業の内部事情に精通し、従業員
の協力を得られやすい、外部役員などが委
員となることも一定の合理性があると考え
られます。
　企業等の協力を得ることと第三者委員会
の独立性を保つということをどのように両
立させるかは、非常に悩ましい問題であり、
第三者委員会が成功するための大きな課題
と言えます。
　なお、八百長問題の委員は、協会外部理
事1名、協会監事（元警視総監）、大学教
授1名、弁護士4名で構成されています。

（3）委員の報酬について
　委員の報酬については、独立性を確保す
る観点から、時間制を原則とするとされて

います。成功報酬型の報酬体系にすると、
企業等（特に、現在の経営陣）が期待する
調査結果を導こうとする動機につながりう
るもので、不適切な場合が多いと指摘され
ています。

7．おわりに
　当該ガイドラインには、現時点における
ベスト・プラクティスを示したものであり、
弁護士を拘束するものではないと記載され
ており、現実的には、このようなガイドラ
インに沿わないで設置・運営されている委
員会も相当程度存在しています（八百長問
題の特別事故調査委員会については、調査
報告書のすべてが公開されていないと思わ
れるため、ガイドラインに沿った運営がな
されていたかを十分に検証することはでき
ませんでした）。
　しかしながら、当該ガイドラインは、委
員会の独立性を保持し、すべてのステーク
ホルダーのために十分な調査を行うための
重要な指標となるものであり、決して軽視
されるべきではありません。
　今後、スポーツ不祥事が生じた場合に第

三者委員会を設置するにあたっては、ガイ
ドラインに沿って運営することが、当該ス
ポーツに対する信頼を回復するための1つ
の道筋となるのではないでしょうか。
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■『詳解　スポーツ基本法』
　2011（平成 23）年 6月、「スポーツ基本法」
が制定された。それに合わせ、「スポーツ基本法」
に関する最初の解説書が、日本スポーツ法学会
の編集・執筆によって出版された。
　スポーツ基本法が制定されたことは知ってい
ても、具体的にどのように関わってくるのかま
で、まだ理解できていないという方も多いので
はないだろうか。
　本書は、単に逐条解説を掲載しているのでは
なく、制定までの経緯や基本理念を述べたうえ
で、スポーツ分野とスポーツに関わる主体ごと
に章立てがなされている。したがって、スポー
ツ関係団体や関係者が、このスポーツ基本法と
どのように向き合い、そして活用していけばい
いのかなど、具体的かつわかりやすく解説され
ている。スポーツ関係者には必読の一冊。
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