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◎オリンパス事件の解明 

１、ブラックマンデー 

私がオリンパスを担当して２、３ヵ月経った１９８７年の春、野村證券本社を

訪ねてきた資金運用責任者の山田秀雄氏から「円高で利益が出なくなり、困って

いる。１００億円の運用資金で６億円の利益を上げてほしい。下山敏郎社長から

のお願いだ」と突拍子もないことを依頼された。 

世界シェアの 70～80％を占めるファイバースコープ（内視鏡）頼みの経営を

続けていたオリンパスは輸出依存型の企業体質で、85 年９月のプラザ合意を受

けた急激な円高で厳しい経営環境に追い込まれていた。そこで私は事業法人部

担当の役員と相談して、利益保証をしないことを条件に山田氏の要請を受け入

れ、１００億円全額を野村證券株に投資した。そして首尾よく１週間で６億円の

利益を上げて、オリンパスに１０６億円を返却した。 

すると数日後、再び尋ねてきた山田氏はさらに驚愕の事実を明かした。 

「あなたの前任者がオリンパスの資金を債券で運用したが、１００億円の損失

が発生した。野村は時価と懸け離れた金額での売買は認めないし、決算対策もや

ってくれないので、含み損を抱えたままの債券を国際証券に移して決算期末を

乗り越えた。ぜひとも株で損失を取り返してほしい」 

前述した１００億円の運用の件は、私に株式運用で利益を上げる能力がある

のかどうか、山田氏が私を試したのかも知れない。そう言えば、私が１００億円

を運用して６億円の利益を上げたことについて、下山社長が後にこれを話題に

したり、謝意を示されたりした記憶はない。「下山社長からのお願い」というの

は山田氏の作り話だったのかも知れない。 

債券の損失について私は前任者から引き継いでいなかったので、早速確認し

たところ、残念ながら事実だった。国際証券に移されていたので野村に預かり資

産はなく、私が気づかなかったとしても無理はない。 

国債などの上場債は当時から時価会計で評価される。このため損失の計上を

逃れるには、非上場の私募債に入れ替えるか、第三者に簿価で買い取ってもらい

決算期を越えてから買い戻す、いわゆる「飛ばし」を行う必要がある。含み損を

実現させないまま私募債に入れ替えるには、含み損を抱えている国債を簿価（購

入時の価格）で売却する一方、それと並行して私募債を時価より高い価格で購入

することになる（これを「ドレッシング」と呼ぶ）。また、飛ばしに際しても時

価より高い価格で売買する必要がある。 

だが、野村では田淵義久社長（当時）の指示で、時価と乖離した売買は禁止さ

れており、ドレッシングも飛ばしも行うことができなかった。そのためオリンパ

スは、含み損を抱えた債券を国際証券に移して決算期をやり過ごしたのだ。 
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そこで再び事業法人部の上司と相談した私は、不透明な株価の先行きに左右

されないよう、短期間で損失回復を計ろうと考えた。最大限の効果が上がるよう、

事業法人部ではご法度の信用取引も利用して、現物株、信用取引、ワラントの３

本建てで勝負した。もちろん、利益保証は行っていない。 

ところが何とか 80 億円分の損失を取り戻した段階で、不運にも 87年 10月 19

日のブラックマンデーに遭遇。ニューヨーク株式市場は前日比５０８ドル安、下

落率 22・６％もの大暴落となり、これを受けた翌 20日の東京市場も、日経平均

が３８３６円 48銭安（下落率 14・９％）と史上最大の値下がりを記録した。取

引が成立したのは鉄鋼株の数銘柄だけ。それ以外はすべてストップ安売り気配

のままで、出来高も史上最低となった。この日だけでオリンパスの運用資産が被

った損失額は、株式とワラント合計で約３００億円にも達した。 

  この日夕方にオリンパスを訪問した私は、経理部長の岸本正壽取締役を説得

して１００億円を用意させ、同日のロンドン市場でワラントを買い漁った。とい

うのもワラントの価格が理論価格を大きく下回り、わずか 50億円で数日前の３

００億円から４００億円分を購入できる状態になっていたからだ。この日にワ

ラントを大量購入した投資家は、世界中を見渡してもオリンパスだけだったよ

うだ。 

私はその後も２週間かけて、日本鋼管（ＮＫＫ、現・ＪＦＥスチール）の株式

を、一株２５４円を手始めに３０００万株買い集め、さらに新日鉄（現・新日鐵

住金）や川崎製鉄（現・ＪＦＥスチール）などの株式も購入。ＮＫＫの株価が７

５０円になった８８年 6月の時点ですべて売却し、オリンパスに返還した。 

私は前任者が債券運用の失敗で作った１００億円の損失や、ブラックマンデ

ーで新たに生じた損失をすべて解消しただけでなく、最終的に１００億円の利

益を上げた。この資金を返還する際は、二度と財テクを行わないよう山田氏に忠

告することも忘れなかった。 

  この翌月の 88年７月、私は第２事業法人部を卒業して設立準備中の「野村企

業情報」に異動し、さらに 90年５月には米ニューヨークにあるＭ＆Ａの専門会

社「ワッサースタイン＆ぺレラ」に出向した。第２事法を離れてから浜松支店に

移動するまでの間、私はオリンパスの資金運用について何も聞かされていない

し、こちらから聞いた事実もない。 

 

２、証券不祥事による損失補塡の規制強化 

  91年６月の損失補塡問題の発覚により、大手証券会社は大蔵省（現・財務省）

から軒並み営業停止処分を受けた。野村に対する東京国税局の税務調査で、昭和

シェル石油に対する損失補塡が発覚したことが事の発端とされている。だが大

蔵省証券局の了解の下で、営業特金の解消に伴って生じる損失を証券事故扱い
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したことを除けば、野村は損失補塡を一切行っていない。昭和シェルの件は、損

失補塡には当たらないと認識していながら、「調査に入った以上は税金を極力追

徴したい」と考える国税局が、無理やり補塡行為（税務上の寄付）と見做したと

いう一方的なものだ。野村以外の大和、日興、山一などは営業特金を使って取引

する際に相手に利益を保証しており、損失が発生した場合は実際に損失分を補

塡していた。 

大蔵省はこの第１次証券不祥事に乗じて、損失補塡に対する規制を強化した。

それ以前は補塡した証券会社に対する罰則だけが存在していたが、92 年１月１

日以降は補塡を要求した投資家に対する罰則も定められた。 

営業特金の解消売りを受けて 90年に暴落を続けた株価は、第１次証券不祥事

によってさらに急落し、日経平均は１年間で約半分の水準に落ち込んだ。上場会

社の多くが利益保証を受けた上で、証券会社の営業特金や信託銀行のファンド

トラストで資金運用していたが、突然の規制強化で損失補塡を要求できなくな

り、92年３月の決算はパニック状態に陥った。 

オリンパスの主幹事だった山一證券は、利益保証を堂々と行って法人客を繋

いでいた証券会社の代表格だった。顧客に対して元本と利回りを保証していた

山一證券は、顧客が被った損失を簿外で引き取っていた。その結果、山一證券の

簿外損失は拡大を続け、手の施しようがない状態になって 97年に経営破綻に追

い込まれた。 

証券会社や信託銀行の役員が元本と利回りを保証する書面に署名捺印するこ

とが日常茶飯事だった時代である。私も第２事業法人部時代、住友信託銀行の役

員が元本と７％利回りを保証して署名・捺印した書面を、担当の法人客から見せ

られたことがある。利益保証付きで運用している法人客にとって、株価の暴落は

所詮他人事で、自らの損失という自覚を持ち合わせていない。そもそも彼らには

自己責任の概念が存在しなかった。 

ところが損失補塡を要求できなくなった瞬間から、彼らは損失を自身のもの

と痛感せざるを得なくなった。92 年３月期の運用資金の損失４５０億円のうち、

２５０億円の実現損が発生していたオリンパスも、厳しい状況に追い込まれた。

オリンパスも元本と利回りを保証された一任勘定での運用だったため、期中に

実現損を発生させることに無関心だったのだろう。 

追い詰められた山田氏は、かねてから取引のあった外資系証券会社に相談し、

彼らが販売する決算対策商品を利用して 92 年３月期の体裁を繕うことにした。

オリンパスが外資系証券会社と検討した決算対策は、同社経理部が作成した 92

年（平成４年）１月 20 日付の「運用状況と決算数値について」という書面に詳

しく記載されている。 

損失はこの時点で４５０億円（実現損２５０億円 評価損２００億円）とされ、
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「考え得る政策的対策内容」という次のような具体的決算対策の記載がある。 

 

（１）投信会社設立と該当実施可能利益額           30～60億円 

（２）債券期限前償還による利益出し可能利益額     30～60億円 

（３）配当取り私募投資信託購入可能利益額         60～90億円 

（４）スワップション売却による利益取り可能利益額 10～20億円 

（５）スワップによる利益取り可能利益額           10～20億円 

 

各項目に記載されている最大額を合計すると２５０億円になっているので、

このすべてを行って実現損を相殺したようだ。とはいえ、監査法人に損失の実態

を説明した上で決算対策の必要性を認めてもらわなければ、決算対策商品を利

用して作った利益は計上できない。購入したばかりの私募投信や私募債から巨

額の配当や利益を突然計上したところで、非現実的過ぎて利益として認められ

ないのだ。オリンパスも決算対策の詳細を監査法人に説明しており、その事実は

浜松支店の私に電話を掛けてきた山田氏の話からも伺える。 

決算対策の目途が立った山田氏は、私に損失の状況について説明しており、そ

の内容が記載された４枚のメモが残っているが、そのうち２枚には 91 年 12 月

末の状況が記載され、残る２枚には 92年３月初旬の状況が記載されている。つ

まり山田氏からの電話は、92 年１月と同年３月の２回あったのは明らかで、そ

の内容は次の通りだ。 

 

【１月のメモ】 

① ４００億円の損失を被っている（２５０億円が実現損、１５０億円が含み損） 

② ２００億円の実現損をそのままにしておくと、決算で損失計上しなければな

らなくなるので、外資系証券の決算対策商品で実現益を作って相殺する 

③ 含み益のある有価証券を売却して実現益を作りたいが、含み益のある有価証 

券が少ないので、配当先取り投信など外資系証券の決算対策商品を購入して 

実現損を相殺する 

④監査法人には決算対策の内容を詳しく説明し、必ず了解をもらう。過去の     

 決算も常にそうしてきた 

⑤  92年３月期の経常利益は１００億円をキープしたい 

 

【３月のメモ】 

① 損失は４５０億円に拡大した（含み損が２００億円に拡大） 

② 決算対策で作り出す利益が外資系金融機関ごとに記載されている。内訳はＳ

ＢＣ（75億円）、ＩＢＺ（50億円）、ＵＢＳ（30億円）、ペインウェーバー（50
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億円）で、この時点でオリンパスは決算対策商品を注文済みか、購入済みで

あることは間違いないと思われる 

 

山田氏自身が「監査法人には決算対策の内容を詳しく説明して、必ず了解をも

らう。過去の決算も常にそうしてきた」と言っている。これは余談だが、私が第

２事業法人部時代に担当していた大手上場会社のうち、92 年春に浜松支店の私

に電話してきた会社はオリンパス以外に２社あった。損失額はＡ社が１６００

億円で、Ｂ社は５０００億円を遥かに上回っており、彼らはしみじみと「利益保

証を一切しなかった野村は正しかった」と話していた。 

 

【この電話に関する山田氏の公判での証言】 

１審の公判で山田氏は、私に決算対策を相談したと証言している。だがメモに

記載されているのは「配当先取りの私募投信」などの文言に過ぎず、その仕組み

や価格、利率、オプションの条件などの詳細は存在していない。これでは外資系

証券から提示された価格が適正かどうかもチェックできず、決算対策に関する

アドバイスなどできるはずもない。 

国内の証券会社に私募投信の販売が認められたのは、私が野村を退社した年

（98年）の 12月で、日本の証券会社の社員で私募投信を扱った人間は、92年３

月の時点では誰もいなかった。私自身、配当先取りの私募投信は初耳で、何のこ

とだか分からないまま、山田氏の話をメモしていたに過ぎない。 

それにオリンパス経理部が作成した「運用状況と決算数値について」に記載の 

ある５項目のうち、私のメモには（３）以外の記載がない。つまり私は山田氏か

ら（３）以外の対策を聞かされておらず、その（３）の配当先取り私募投信にし

たところで、私にとっては初耳で、アドバイスなどできるわけがない。それ以外

の項目は、相談さえ受けていないのだ。 

山田氏は、「横尾さんからすべての損失を計上するよう助言され、下山社長に

も同様の説得をしてくれるよう頼んだ」と証言しているが、私はそうした依頼は

受けておらず、メモにもそうした依頼の記載はない。オリンパス関係者の証言や

供述によると、ブラックマンデーで発生した３００億円の損失すら下山社長に

伝えていなかったようで、92 年の時点でも下山社長に損失の実態を伝えていた

可能性は低いだろう。 

 

【この損失の評価に関する検察と裁判所の意図的な誤認】 

前述したメモは２０１１年 12 月 20 日に行われた捜査当局の家宅捜索で押収

されたもので、浜松支店のコミッション表の束とともに、野村證券の封筒に入っ

ていた。私自身、目にしたのは 20年ぶりだった。検察はこのメモを根拠に「オ
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リンパスには平成４年の段階ですでに４５０億円の簿外損失があった。横尾は

それを山田から聞かされ、決算対策の相談を受けた。その後も簿外損失に対する

横尾の認識は続いていた」と判断し、１審もこれを支持する判決を下した。だが

２審は「平成４（92）年時点の認識がその後も続いていたとは考えにくい」とし

て、この件に関する１審の認定を却下した。 

検察と裁判所の判断は意図的な誤認だ。２審判決も認識の継続性こそ却下し

ているものの、損失については１審同様、簿外損失としている。だが、92 年３

月時点でオリンパスが抱えていた損失はすべて、簿価会計が認められた金融商

品の損失で、簿外損失ではなく監査法人が認めた合法的な「含み損」だった。簿

価会計が認められなくなるのは、２０００年の会計基準の変更によって、すべて

の有価証券の価格評価が時価（決算期末の価格）に移行されて以降のことだ。 

ところが私を粉飾決算の主犯の立場に陥れようと企図した検察と裁判所は、

「オリンパスの 92 年３月期の損失は簿外損失で、粉飾決算は 92 年３月期に始

まっていた。山田からそれを聞かされた横尾は、同時にオリンパスの粉飾を把握

した」と、わざわざ誤った認定を意図的に行ったのだ。 

92 年３月期決算でオリンパスは、配当先取りの決算対策商品を利用して利益

を合法的に捻出し、２５０億円の実現損を帳消しにした。決算対策商品は利益を

捻出した時点で同額の含み損を抱えることになる。つまり、２５０億円の実現損

が決算対策商品の含み損に姿を変えたのである。だが簿価会計が認められてい

た決算対策商品にどれほど巨額の含み損が発生しても計上する必要はなく、決

算対策商品の購入者は決算期末を合法的な含み損で越えることができる。逆の

言い方をすると、簿価会計が認められない決算対策商品など無意味なのだ。 

前述の通り、オリンパスは監査法人に詳細を説明し、決算対策商品で捻出した

利益を監査法人に認めさせている。４５０億円の損失のうち、２００億円は特金

など簿価会計が認められている金融商品の損失、つまり監査法人も認めた含み

損で、断じて簿外損失ではない。２５０億円の実現損を簿外損失にしないために、

オリンパスは手数料など多大なコストを外資系金融機関に支払って、決算対策

商品を購入しているのだ。 

オリンパスが決算の粉飾に手を染めるのは、合計２８６億円の含み損を抱え

た仕組債（パリバ債）３銘柄を簿外ファンドのＱＰに移管し、これをフランスの

パリバ証券本店に買い取らせて、含み損を実現損（簿外損失）に替えた 97年５

月のことになる。 

要するに、配当先取り商品の損失分も合わせた 92年３月期の４５０億円の損

失はすべて、監査法人が把握済みの合法的な「含み損」。そのような損失がいつ

までも継続されているものと、私が考えるはずもない。のちに詳しく述べるが、

群栄化学工業との損害賠償請求訴訟の１審判決は、この損失を「含み損」と正し
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く認定している。 

 

３、拡大する損失 

92 年３月期決算で生じた２５０億円に上る金融商品の実現損を消し去る目的

で、複数の外資系金融機関から決算対策商品を購入したオリンパスは、数十億円

規模の手数料支払いを迫られることになった。 

欧米からの外圧によって証券会社内に設けられた、営業部門と引受部門との

間のファイヤーウォール（情報隔壁）により、証券会社のメインエンジンとも言

うべき事業法人部は形骸化したが、その強力で特殊な組織が主幹事や副幹事と

して上場会社と強く結び付いていた 80年代までは、例え大手の外資系証券とい

えでも、上場会社に入り込むことは容易でなかった。当時の外資系証券にとって

の唯一の稼ぎ場所と言えたのが、金融商品の損失を抱えて立ち往生している上

場会社に対する決算対策商品の販売だった。 

決算対策商品が構造の複雑な仕組債や私募投信になっていたのは、商品コス

トを顧客に隠して、顧客から不当に高い利益を搾り取ることを目的としていた

からだ。顧客が決算対策商品を売却する際にも、自らが大きな利益を得られる価

格を設定していた。 

先物、オプション、スワップなどのデリバティブ（金融派生商品）取引と債券

を組み合わせた仕組債のコストを購入前にチェックしたり、 これらの取引を

外した「プレーンバニラ」と呼ばれる普通の債券にして売却したりする能力を持

ち合わせていれば、決算対策商品を購入した会社が外資系証券の餌食になる事

態は免れたことだろう。だが、そもそも決算対策商品に手を出すこと自体、資金

運用を証券会社に任せ切りにしていた体質の証明で、オリンパスはまさにその

典型例だった。 

山田氏の部下として二人三脚を長年続けた森久志氏は、80 年代末に野村で１

ヵ月の債券研修を受けた経験を持つが、野村は決算対策商品など販売していな

かったので、こうした商品について何一つ学べなかったのだろう。 

オリンパスは前述した決算対策商品のパリバ債を 93 年に３銘柄３００億円、

94 年に２銘柄１００億円購入している。額面の 80％で購入した 93 年３月発行

の２銘柄は、同月末に額面でパリバ証券に売却し、40 億円の利益を手にした。

これによってオリンパスは 93年３月期決算の数値を嵩上げして決算期を越えた

あと、このパリバ債を額面でパリバ証券から買い戻している。利益を先食いした

上に額面で買い戻したので、その時点でこのパリバ債は含み損を抱えた。 

しかもその後、債券に付加した金利絡みのデリバティブ取引に失敗したため、

パリバ債の価格自体が大幅に下落。97 年３月の時点で、パリバ債は２８６億円

もの損失を抱えることになったのだ。 
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実はオリンパスはパリバ債の購入資金を調達するため、パリバ証券を主幹事

にして、92年 11月にユーロドル建てワラント債４億ドルを発行している。外資

系証券が日本の上場会社の資金調達で主幹事の座を獲得するなど、当時はおよ

そ考えられない事態だ。 

外資系証券の言いなりになって決算対策商品を購入し、損失計上の先送りを

続けた結果、多額の手数料を搾り取られたうえ、オプション取引の失敗でパリバ

債の価格も暴落し、オリンパスが抱える損失は拡大の一途を辿った。挙句の果て

には、ドル建てワラント債の発行までパリバ証券に委ねていた。こうした損失拡

大の過程について、私が山田氏らオリンパス側から聞かされたことは何一つな

かった。 

 

４、粉飾のスタート（ＱＰへの損失移転） 

92 年当時の会計基準では、私募債、私募投信、特金などの金融商品は、購入

時の価格で評価する原価法（簿価会計）の適用が認められていた。だが、金融ビ

ッグバンによる時価会計基準の導入により、２０００年４月から始まる事業年

度以降、こうした金融商品はすべて決算期末日の価格で評価する方式(時価会

計)に改められることになった。99 年９月末の時点で１０５０億円を超える含み

損を抱えていたオリンパスも、01 年３月期決算で金融商品の損失をすべて計上

する必要に迫られた。 

オリンパスが抱える金融商品の含み損を初めて簿外に移したのは、合計２８

６億円の含み損を抱えたパリバ債３銘柄を、簿価の同３００億円で簿外ファン

ドのＱＰに売却した 97年５月のことだ。パリバ債を購入したＱＰは、これをパ

リバ証券本店に 14 億円で売却し、オリンパスは２８６億円の含み損を簿外損失

に切り替えた。パリバ債の売却損を決算で計上しない目的で、簿外のＱＰで売却

したのである。 

オリンパスが会計基準の変更を待たず、パリバ債を一足早く簿外に移したの

には理由がある。パリバ証券東京支店の債券部長（当時）で、パリバ債をオリン

パスに販売した張本人である林純一氏から「パリバ債の価格は償還時期が近づ

くほど下がるので、多少なりとも価値が残っているうちに売却して資金を回収

しておいた方が良い」とアドバイスを受けたのだ。 

だが簿外ファンド（形態は会社型ファンド）のＱＰに、パリバ債を３００億円

で買い取る資金など存在していない。そこでオリンパスは、特金で保有する３０

０億円分の国債を秘密裏にＱＰに貸し出して、ＱＰがこれを市場で売却して資

金を調達する手法を使った。これは「貸し債」と呼ばれ、国債を特金に返却する

時期が来れば、ＱＰはオリンパスから借りたものと同じ国債を市場で買い戻し、

特金に返却するのだ。国債を返却するタイミングをその償還時期に合わせてお
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けば、償還金と同額を現金で返却することも可能だ。 

オリンパスから見れば簿外資金を調達していることになるので、この貸し債

の事実は社内で秘匿しなければならなかった。ＱＰや簿外損失の存在が社内で

発覚してしまうからだ。 

そこでオリンパスは、この特金を設定（管理）している米国系のチェース信託

銀行に対して、国債をＱＰに貸し出している事実を特金の帳簿に記載しないよ

う依頼して承諾を得た。つまり、同行から貸し債が露見する危険性は殆どなかっ

たのだ。 

だが国債を貸し出している間は、国債の利息収入を上回る額の「品貸料」がＱ

Ｐから特金に入って来る。実際、特金からＱＰに貸し出された国債のクーポン

（表面利率）が年１・６％だったのに対し、品貸料の方はそれより０・４ポイン

ト高い同２・０％に設定されていた。社内の誰かがこれに気付いた場合、貸し債

の事実が発覚する恐れが十分にあった。 

そこでオリンパスはチェース信託銀に「運用指図書」を提出し、ＱＰへの貸し

債が表面化しないよう画策する。その結果、運用指図書には「品貸料の信託勘定

における経理処理について、信託有価証券の利息相当分は『公社債利息』として

計上し、残りは『その他利益』として計上して下さい」とした「追記」が記載さ

れた。信託有価証券の利息相当分である国債のクーポン「１・６％」を「公社債

利息」とする一方、年２・０％の品貸料から同１・６％のクーポン収入を差し引

いた同０・４％分の収入を「その他利益」として、チェース信託銀に計上させた

のだ。 

信託銀行が特金の報告書に貸し債の事実を記載せず、品貸料を運用指図書通

りに処理している限り、貸し債がオリンパス社内で露見する可能性はない。こう

した信託銀行の協力は広義の「報告書の改竄」に当たり、許されない違法行為で

あることは言を俟たない。 

ところで公判の１審判決と、群栄との民事裁判の１審判決はともに、オリンパ

スが 98年に外国銀行（具体的にはリヒテンシュタイン公国のＬＧＴ銀行）の融

資を受ける必要性があった理由について、「監査法人に貸し債が露見しそうにな

ったため」と認定している。だが前述した通り、チェース信託銀が隠蔽工作に協

力している限り「貸し債」が露見する可能性はなく、そうした供述をしたオリン

パス側の証人は誰ひとりいない。 

 

５、ＬＧＴ銀行とコメルツ銀行による簿外融資 

 含み損を抱えた金融商品を簿外に移す場合、一般的には簿外ファンドなどが

簿価で金融商品そのものを買い取るが、それでは含み損の額に比べて遥かに巨

額の簿外資金が必要となる。ところがオリンパスには、奇抜な取引を使って含み
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損を簿外に移動させたケースが存在している。この取引では、含み損を簿外に移

動させるために費やした簿外資金は、含み損とほぼ同額に抑えられている。 

例えば、外資系投資顧問会社が運用していた私募投信の含み損（約３００億円）

は、以下の順序と要領でオリンパスの簿外ファンド「ＣＦＣ」に移管されている。 

 

➀ドイツ系のコメルツ銀行シンガポール支店からＣＦＣに融資された簿外資

金３００億円を、私募投信の運用会社に融資する 

➁私募投信の運用会社は含み損が発生しているオリンパスの私募投信に３０

０億円を注入し、含み損を帳消しにする 

➂運用会社は私募投信をオリンパスの簿価で償還する 

➃運用会社がＣＦＣに対してディフォルト（返済不能）を通知する 

⑤私募投信の含み損３００億円がＣＦＣの損失、つまりオリンパスの簿外損失 

に置き換わる 

 

この手法なら、３００億円の含み損を簿外に移すのに３００億円の簿外資金

しか必要とせず、極めてユニークで効率的な方法と言えるだろう。 

こうしてオリンパスは、９００億円の含み損をほぼ同額の簿外資金で簿外に

移した。その例外は前述したパリバ債の含み損２８６億円だが、これにしたとこ

ろで超過分はわずか 14億円に過ぎない。 

ところで、貸し債の手法だけを使って９００億円もの簿外資金を作るのは困

難で、オリンパスは当然、それ以外の方法で簿外資金を調達する手段を模索する

必要に迫られた。そこでオリンパスが採用した手法の一つが、外国銀行からの簿

外融資だ。ＣＦＣは 98 年３月 25 日と同年８月４日にＬＧＴ銀行から合計３０

０億円、99 年 10 月から同年 12 月にかけてコメルツ銀行シンガポール支店から

合計３００億円の簿外融資を受けている。オリンパスが両行から受けた簿外融

資額は合わせて６００億円に上る。 

コメルツ銀行シンガポール支店は、同支店に勤務するチャン・ミンフォン氏が

アクシーズ証券グループの中川昭夫氏と知り合いだった関係で、山田氏から外

銀紹介の依頼を受けた中川氏が、アクシーズ・アメリカ代表の佐川肇氏とともに

山田氏と森氏をシンガポールに連れて行き、同支店幹部とチャン氏を紹介して

いる。 

オリンパスとＬＧＴ銀行との馴れ初めに関しては、森氏が 11年 11月 11日に

行われた森・濵田松本法律事務所のヒアリングの中で、以下のように経緯を説明

している。 

「オリンパスが初めてデジタルカメラを発売した（96年）頃、『今は必要なくて

も、知り合いになっておいたら将来役に立つ』と言われ、下山社長と私が欧州出
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張のついでにリヒテンシュタイン公国に立ち寄り、ＬＧＴ銀行を紹介してもら

った」 

  これを契機にオリンパスとＬＧＴ銀行との付き合いが始まる。そして 98年２

月 18日（水）から 21日（土）にかけて来日した同行のハインツ・ニップ頭取と

アジア担当取締役のゲルハルト・ウォルチ氏がオリンパス本社に下山氏を訪ね、

オリンパスの最終審査を行った上で融資を了解した。その結果を受けて、山田氏

らは同月 23 日（月）に印鑑証明書と登記簿謄本を取得し、ＬＧＴ銀行に提出。

翌月の３月 20日には、オリンパスがＬＧＴ銀行本店に口座を開設して３８０億

円を預金し、その預金を担保として提供することでＣＦＣへの簿外融資が実行

された。 

 

６、ＬＧＴ銀行紹介に関するオリンパス関係者と臼井氏の虚偽供述 

山田氏は公判での証人尋問で「４００億～５００億円の損失があることを新

宿野村ビル支店長の横尾さんに伝え、簿外融資をしてくれる外国銀行の紹介を

頼んだ。その結果、六本木のレストランでＬＧＴ銀行の臼井氏を紹介してもらっ

た」などと証言する。だが、私が山田氏からオリンパスの損失の存在について聞

かされたことは一度もない。 

また、私が 98年３月 7日に東京・六本木のレストラン「プレイ・バッハ六本

木店」（現在は閉店）で、野村證券時代の部下だったＬＧＴ銀行東京駐在員事務

所長（当時）の臼井康弘氏とともに山田氏らと食事したのは事実だが、その際に

オリンパスの２人から簿外損失や簿外融資依頼の件が話題に上った事実は断じ

てない。 

ここからしばらくは、私をオリンパスの粉飾決算事件の主犯に陥れようとし

たて検察が描いたデタラメなシナリオと、実際に粉飾を実行したオリンパスの

山田氏、森氏、中塚誠氏、京相正志氏、さらには検察のシナリオに迎合したＬＧ

Ｔ銀行の臼井氏が、取り調べや公判などでどのように証言したか、詳細に記して

いくことにしよう。 

98 年２月末、野村企業情報時代の私の部下で、当時は野村のロンドン現地法

人勤務だった羽田拓から、有効期限が切れるマイレージの消化と、奥さんの買い

物を兼ねて帰国すると連絡があった。私が羽田と食事の約束をしたあと、臼井氏

からも偶然の電話があり、３月７日（土）の夕食を３人で摂ることにした。羽田

と一緒に行ったことがある店の方が待ち合わせの都合が良かったので、野村の

事業法人部時代に頻繁に利用したプレイ・バッハ六本木店を選んだ。 

同店にはボックス席がなく、カウンター席とベンチシートだけしかない。すべ

ての席が隣と繋がっているオープンな作りで、店の女性が横に座って給仕して

くれるシステムになっていた。密談ができるような店ではない。３人の予定だっ
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たので予約を入れていなかったが、ＬＧＴ銀行をオリンパスに紹介することが

目的なら、個室のある店を予約していたはずだ。 

羽田が帰国する当日の朝に山田氏から突然の電話をもらい、その日の予定を

聞かれた。羽田との食事の予定を伝えると、暇だから参加しても良いかと言われ、

無下に断る理由もないので時間と場所を教えた。私、羽田、臼井氏の３人が店に

先に到着して雑談していると、そこに山田氏が森氏を同行して来店した。私は森

氏も一緒とは聞いておらず、それまで森氏と話をした記憶も殆どなかったので

意外に感じた。 

山田氏が「山一證券が潰れたし、相場が悪すぎる」と話し始めたので、「まだ

株をやっているんじゃないでしょうね」と聞き返すと、彼は慌てて「やっていな

い」と答えて株式市場の話を止めた。 

30 分ほど経って中塚氏までやって来たことにも驚かされた。彼が来ることも

全く聞かされていなかったからだ。中塚氏は公判の証人尋問で、「当日、水槽を

洗っていたら、突然山田さんから電話が掛かってきて用件も告げられずに呼び

出された。レストランに行ったら横尾さん達がいたので何だろうと思った」と証

言した。ＬＧＴ銀行の紹介が目的なら、銀行担当の中塚氏が会食当日に呼び出さ

れる訳がない。あらかじめ中塚氏も入れて日程調整して会食日を決めているは

ずだ。 

また、山田氏は「食事をしながらＣＦＣへの融資を頼んだが、重たい内容だっ

たのに、臼井氏の反応はまんざらでもなかった」と証言している。だが、臼井氏

と中塚氏は「会食の時に融資の話は出なかったし、融資の申し入れがあったのは、

会食から 10日ぐらい経ってからだった」と証言している。 

いずれにしても、六本木の会食に参加した山田氏、森氏、中塚氏のいずれも「六

本木の会食で横尾さんからＬＧＴ銀行を紹介された。それ以前にはＬＧＴ銀行

とは会ったことがない」と証言しており、ＬＧＴ銀行の臼井氏も「六本木での会

食でオリンパスを紹介されたが、それ以前にはオリンパスと会ったことがない」

と、山田氏らと同様の証言をしている。 

しかし、群栄との民事裁判で森氏が証言したことにより、①ＬＧＴ銀行のニッ

プ頭取とウォルチ取締役が 98 年２月 18 日から 21 日の間にオリンパスを訪れ、

融資の最終審査が行われた②オリンパスにＬＧＴ銀行を紹介したのは私ではな

い――という２点が判決文に明記された。六本木での会食日が 98 年３月７日だ

ったことは、オリンパスとの民事裁判の２審判決ですでに認定されているので、

融資の最終審査は六本木での会食の前に終了していたことが確定した。 

六本木の会食日が 98年３月７日だったことは、羽田の出入国記録と会食参加

者の証言から簡単に特定できる（添付資料１）。 

森氏は前述した森・濵田松本法律事務所とのヒアリングの席で「ＬＧＴ銀行と
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最初に付き合いをしたのは下山とリヒテンシュタインに行った時で、オリンパ

スが初めてデジタルカメラを販売した（96 年）頃だった」と断言している。つ

まり同氏は、ＬＧＴ銀行と初めて会ったのが日本ではなくリヒテンシュタイン

公国だったことや、それが六本木の会食より遙か以前のことだったと明確に認

識していたのだ。 

また、資金運用の責任者の山田氏と、銀行担当の中塚氏がＬＧＴ銀行を知らな

ければ、ＬＧＴ銀行との融資交渉は行われておらず、融資の審査が行われること

もなかっただろう。２人は当然、六本木での会食以前からＬＧＴ銀行との付き合

いが始まっていたことを認識していたはずだ。 

さらにオリンパスとＬＧＴ銀行との交渉窓口だった臼井氏は、会食よりかな

り以前に山田氏らと面会していなければ、ＬＧＴ銀行のニップ頭取とウォルチ

取締役が 98年２月 18日から 21日の間に来日して、オリンパスを審査するはず

がない。 

六本木の会食以前から頻繁に会っていた彼らが、故意に「偽証」したことは明

らかだ。山田氏、森氏、中塚氏、臼井氏の４人が、揃いも揃って全く同じ内容を

偽証していること自体、極めて不自然で合理性に欠ける。彼らには私を陥れる動

機がなく、紹介者が私でなければならない必然性もない。彼ら全員が独自の判断

で偽証し、その内容がたまたまた一致したとは考えられない。 

彼らに何者かが強要して偽証させたことは想像に難くない。 

 

【下山氏とフィリップ公子】 

  98年 12月頃にＬＧＴ銀行会長のフィリップ公子が来日した際に、私は臼井氏

から「フィリップ公子をオリンパスに紹介して欲しい」との依頼を受けた。臼井

氏の話では、ＬＧＴ銀行でオリンパスの社員と会ったことがあるのは同氏だけ

ということだった。 

  これを山田氏に伝えたところ、「フィリップ公子と下山会長との昼食会を設け

たいので、同公子を歓迎するためにリヒテンシュタイン公国の国旗を調達して

欲しい」と言われた。当日は、オリンパス本社に日本国旗とオリンパスの社旗に

並んでリヒテンシュタイン公国の国旗が掲揚され、京王プラザの客室で催され

た昼食会のテーブルには、リヒテンシュタイン公国の小型の国旗が飾られた。 

  オリンパス本社に到着したフィリップ公子を京王プラザの部屋に案内した私

と羽田は、「フィリップ公子の接待は下山氏が行うから」と山田氏に言われ、部

屋の外で追い返されてしまった。当然、昼食会に同席するものと思っていた私は

大いに違和感を持ったが、致し方なくホテルからタクシーで帰った。 

  フィリップ皇子と下山氏が会ったのはこの時が初めてだと思っていた私は、 

任意の事情聴取の際に「オリンパスにフィリップ公子を紹介した」と供述した。
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ところがその後に公開されたオリンパスの第三者委員会報告書で、98 年３月に

オリンパスがＬＧＴ銀行からＣＦＣへの融資を受けていた事実を知り、98年 12

月よりもかなり以前から、オリンパスとＬＧＴ銀行の交渉が行われ、両社のトッ

プどうしの付き合いも同様だったことに気が付いた。 

  山田氏がわれわれを昼食会に同席させなかったのは、オリンパスとＬＧＴ銀

行のトップ同士が旧知の仲であり、彼らの間で簿外融資が実行されていること

を知られたくなかったからに違いない。昼食の場では、簿外融資に対する「御礼」

もあっただろうし、われわれが昼食会に同席すれば簿外損失に気付く可能性が

高いと、山田氏は考えたのだろう。 

  逆に言えば、われわれが昼食会への同席を許されなかったという事実は、オリ

ンパスがわれわれに粉飾を伝えていなかったことを証明している。 

   

【六本木での会食に関する検察の偽証強要】 

  公判の１審判決では、私がオリンパスの簿外損失を認識したのは①92 年に山

田氏から掛かってきた電話で４５０億円の簿外損失を聞かされた時、②97 年頃

に外国銀行の紹介を頼んで来た山田氏から４００億～５００億円の簿外損失を

聞かされた時――の２度だったと認定されている。 

しかし、その後の群栄との民事裁判の１審判決は、92 年に聞かされた損失は

簿外損失ではなく、監査法人が認めた合法的な含み損だったと認定。公判の２審

判決も、92 年に聞かされた損失の認識が継続していたとは言えないとして、１

審判決の判断を明確に否定している。 

  この点に関する山田氏の供述の信憑性が薄いことに気づいていた検察は、そ

れを補強する証拠として「横尾に４００億～５００億円の簿外損失の存在を伝

えて外国銀行の紹介を依頼したところ、六本木のレストランで臼井を紹介して

もらった」とする偽証を４人に強要したのだろう。 

だがその認定は群栄との民事裁判で完全に覆され、私がオリンパスの簿外損

失を認識していたとする検察の主張は完全に崩壊した。 

この点について「公判の証人尋問の時点では山田氏らの有罪は確定しており、

彼らが敢えて検察の誘導に従う必要性はなかった」とする反論があることは承

知している。だが「六本木での会食で、私からＬＧＴ銀行の臼井氏を初めて紹介

された」という点は、４人全員の供述調書にはっきり記載されている。４人は取

り調べの段階から、証人尋問と変わらない内容を供述しているのだ。状況から考

えて、検察が彼ら４人に偽証を強要したのは疑いなく、明らかな法律違反である。 

 

【山田氏の検面調書作成に対する疑念】 

  検察の強引な誘導は「ＬＧＴ銀行の紹介」だけにとどまらない。山田氏は群栄
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との民事裁判の証人尋問で、自らの記憶とは異なる内容の調書を録られたり、露

骨な誘導尋問を受けたりしたことを初めて明らかにした。山田氏は「供述調書に

は明確な記憶に反する部分が数多くあった」とする一方、「刑事裁判で証言した

際の記憶と、拘置所で取り調べられた際の記憶にもミスマッチがある」とも証言

している。 

  常識的には拘置所で取り調べられた際の記憶の方が、最も自身の記憶に近い

はずだ。それにも拘わらず、取調検察官の誘導尋問によって、自身の記憶に反す

る供述内容を調書に録られ、検察官が恣意的に供述調書を作成し、それに沿った

証言を強いられたのである。 

検察官から提示された資料を目にした時に改めて思い出すという可能性はあ

るが、それは誤った記憶が正されたという意味であって、ミスマッチという表現

にはならない。 

山田氏が供述調書の内容に抗議した際の、検察官との具体的なやり取りは一

切録取されておらず、検察官が供述を誘導した事実は完全に隠蔽されてしまっ

た。可視化が始まっているにも拘わらず、山田氏の取り調べの状況が録画されて

いないことも大きな問題だ。オリンパス側の被告の供述調書には、被告自身によ

る「検察官は信頼できる人なので、可視化の必要はない」との文言が必ず挿入さ

れ、取調状況は一切録音・録画されていない。そうした供述調書が本人の公判に

使われるのはやむを得ないとしても、第三者の公判に利用されることは、可視化

の目的を大きく逸脱した許されない行為だ。 

山田氏が「数多く至る所にございました」と証言する、自身の明確な記憶に反す

る部分がどこにあるのか。私に有利な供述や、無罪の証明となる証拠文書がすべ

て無視されて、検察のシナリオに沿った調書が作られたと考えるほかない。 

それにもかかわらず公判の裁判官は、こうした山田氏の証言を「信用に足りる」

と判断して採用したのである。 

公判の証人尋問で供述調書の内容を尋ねられ、「そんな供述はしていない」と答

えた証人が複数いたし、「（供述調書に署名・捺印はしていないので）供述調書の

署名・捺印は私のものではない」と証言した証人もいた。 

経済事件の供述調書は、まず検察のシナリオに沿った内容が担当検事によっ

て作成され、取調対象者はそれに合わせた供述内容になるよう、検事によってあ

の手この手で誘導され、最終的に調書にサインさせられる。その典型が「六本木

の会食で、ＧＴ銀行を紹介された」とする虚偽証言である。 

群栄との民亊裁判の証人尋問では、供述調書や公判での証言の内容を自ら覆し 

た内容が数多く語られ、これまでの一連の裁判で「信用性が高い」とされた山田

氏の証言内容を否定する判断が下された。その代表例が「被告がＬＧＴ銀行ルー

トを認識した上で、その構築に関与したことを認めることはできない」とする一
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文だ。 

 

【1審公判での森氏、中塚氏、京相氏の証言】 

森氏・中塚氏・京相氏の証言では、我々と損失の話をしたことはなかったとい

うことである。打ち合わせの席でも、損失の話をすることは憚られたということ

であるが、損失の話をしないで、損失隠しや損失解消の打合わせを行うことは不

可能である。 

 

森証言 

（１）第６回証人尋問（検察官の質問） 

 〇横尾から直接損金額を聞かれた事は有ったか（Ｐ４７）。 

  ➡聞かれた事はない。山田に直接聞いていると思っていた。 

  ➡何かの打合せの時に、羽田から聞かれたような気がする。 

（２）第７回証人尋問（弁護人の質問） 

 〇ＣＦＣの話をしたことは（Ｐ３４）。 

  ➡話した記憶はない。 

（３）第８回証人尋問（弁護人の質問） 

 〇有価証券報告書の記載についてグローバル・カンパニーに相談したことは 

あるか。（Ｐ７２）。 

  ➡していない。 

〇小野と損失の話をした事は有ったか（Ｐ８２）。 

  ➡ＧＣＮＶからＱＰにお金を出すといった実務の話はあったと思うが、そ

れを損失隠しっていう言い方でやっていたかどうかは分からない。 

 〇損失解消をグローバル・カンパニーの３人に伝えたか（Ｐ９６）。 

  ➡伝えたかどうか分からないが、理解していたのではないか。 

 〇理解したと言うのは、誰が理解したのか（Ｐ９６）。 

  ➡グローバル・カンパニーが理解したのではないか。 

〇損失があるという事は伝えたのか（Ｐ９６）。 

  ➡知らせたと言う記憶が有るかと言われるとないのですが、含み損が解消 

されたという理解はしたのではないか。 

 〇それは推測ですか（Ｐ９６）。 

  ➡推測です。 

 

中塚証言 

（１）第９回証人尋問（弁護人の質問） 

 〇横尾が新宿野村ビル支店に赴任するまでで、横尾に損失の相談をしている
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と言う話を、山田から聞いた事があるか（Ｐ４６）。 

  ➡聞いた記憶はない。 

（２）第１０回証人尋問（弁護人の質問） 

 〇主尋問で、最初から最後まで、損失の話はしなかったと言っているが、その

理由は何か（Ｐ４８）。 

  ➡山田が話している内容と、食い違う可能性があるから。 

〇平成１２年３月に、特定金銭信託を解約することをグローバル・カンパニー

に説明したか（Ｐ６０）。 

  ➡していないと思う。 

 〇ＱＰの説明をグローバル・カンパニーにしたか（Ｐ７５）。 

  ➡私からはしていない。 

 

京相証言 

（１） 第１２回証人尋問（弁護人の質問） 

 〇横尾と話をした時に、損失のことを話したことは有るか（Ｐ１）。 

  ➡自分からはないと思う。 

〇直接グローバル・カンパニーのメンバーに、含み損の存在を明示的に説明し

た事はあるか（Ｐ２６）。 

  ➡ないと思う。 

〇送金などの際に、グローバル・カンパニーのメンバーに損失処理の送金と説 

明した事はあるか（Ｐ２７）。 

  ➡していないと思う。 

〇会議の場で、同席した誰かが、損失の存在をグローバル・カンパニーに説明 

した事はあるか （Ｐ２７）。 

  ➡特に記憶はない。 

〇京相自身が、直接グローバル・カンパニーのメンバーに、損失の存在を知っ

ていたかの確認をした事はあるか（Ｐ２７）。 

  ➡なかったと思う。 

〇事業投資ファンド設立の打合せで、山田はＱＰの名前を出さなかったと証 

言しているが、京相の記憶と齟齬はないか（Ｐ３１）。 

  ➡齟齬はない。 

〇平成１８年３月の３社株売買の送金は、損失の存在を知らなくても行うこ 

とが出来るか（Ｐ３５）。 

  ➡出来ると思う。 

〇平成２０年３月の売買で、３社が損失解消の役割を持っていた事を、グロー 

バル・カンパニーは認識していたと思うと言っていたが、京相はグローバ 
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ル・カンパニーに説明したか（Ｐ３８）。 

  ➡直接していない。 

 〇誰かがその様な話をしているのを見たか（Ｐ３８）。 

  ➡記憶はない。 

〇グローバル・カンパニーが同席する打合せの際、損失の存在を明示した話を 

することは憚られたということに、皆さんは同意されているが、京相も同じ

認識か（Ｐ３８）。 

  ➡はい。 

 〇有価証券報告書の記載の相談をした事はあったか（Ｐ４１）。 

  ➡ありません。 

（２）第１３回証人尋問（弁護人の質問） 

 〇小野に損失を話したり、告げたり、教えたりしたことはあったか（Ｐ９）。 

  ➡ない。 

 〇ＱＰがどういうものなのか、（ＱＰが）大きな損失を抱えたビークルになっ 

ているという事を、グローバル・カンパニーの誰かに説明したか（Ｐ１３）。 

  ➡私はないです。 

 〇誰かが説明したという記憶はあるか（Ｐ１３）。 

  ➡覚えていない。 

（３）第１３回証人尋問（裁判官の質問） 

 〇オリンパスが指示したとおりにＧＣＩが送金するのであれば、打合せの必 

要はないのではないか（Ｐ５１）。 

  ➡こちらがお願いしているとおりにお金を流してもらえるのであれば、打 

合せはいらない。 

 

３人の証言をまとめると以下のような結論になる。 

 

㋐森氏、中塚氏、京相氏は、損失についてＧＣＩと直接話したことはない 

㋑森氏と中塚氏が「ＧＣＩは損失の存在を知っている」と思った理由は、山田氏

からそのように聞かされていたから 

㋒京相氏が「ＧＣＩは損失の存在を知っている」と思ったのは、森氏からそのよ

うに聞かされていたから 

㋓ＧＣＩとの会議の席で損失の話が出た事実はない 

 

つまり山田氏以外に「オリンパスの損失についてＧＣＩ側と話したことがあ

る」と証言したオリンパス関係者はいない。検察は、私（ＧＣＩ）とオリンパス

側が損失隠しや損失解消の打ち合わせをしていたと推認するが、損失という言
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葉を口に出さずに損失隠しや損失解消の打ち合わせを行うこと自体不可能なこ

とは言うまでもない。 

判決では、森氏・中塚氏・京相氏の証言内容が山田証言と一致していることを

理由に、ＧＣＩがオリンパスの損失隠しを知っていたと判断している。しかし、

３人の証言からも分かるように、彼ら３人の情報が、山田からの話に絞られてい

たのであるから、一致するのは当たり前である。山田氏から、我々に損失を話し

たと聞けば、３人はそのように思い込んだ筈である。 

一方、山田氏は、我々がオリンパスの損失を知っていたという根拠を、単に、

「損失の相談をした」、「損失に関する打合せをした」、「（損失解消や損失維持の

方法は）会議体で決めた」、「（損失維持の）ミーティングをした」、という表現で

済ませている。だが、森氏らの証言では、ミーティングで損失の話は出ていない。 

更に、証人尋問で辻褄が合わなくなって追い込まれると、『会議体で決めた』

を連発して護摩化している。しかし、『会議体』について、会議の内容を具体的

に説明したこともなければ、『会議体』で提出された資料、議事録、参加者のメ

モなど、その存在を推認させる文書の提示もない。彼が証言する『会議体』とは、

実在しない彼の想像の産物に他ならない。 

他方、ＬＧＴ銀行に対する融資依頼のように、リアルで具体的な証言が存在する。 

全てに曖昧な山田の証言の中で、数少ない具体的な証言であるが、むしろ逆に奇

異さを感じざるを得ない。 

 

【臼井氏の取り調べに対する不信】 

11 年 12 月 22 日に遠藤検事の依頼を受けた小野は、シンガポール在住の臼井

氏に電話して同氏を帰国させ、特捜部の取り調べに応じさせている。臼井氏の最

初の取り調べは 12 年１月 11 日に始まっているが、その際の供述調書はなぜか

作成されていない（少なくとも開示されていない）。いったんシンガポールに戻

った臼井氏の取り調べは約１ヵ月後の２月７日に再開されており、供述調書の

作成もそこから始まっている。日本に帰国する確証がない臼井氏に対して、供述

調書も作成しないままシンガポールへ帰らせたこと自体、極めて不自然だ。さら

に供述調書が作成されたにもかかわらず、検察がそれを開示していなかったの

なら大問題だ。 

しかし、特捜部と臼井氏が 12年１月 11 日の取り調べで司法取引（的な約束）

をしていたと考えれば、こうした事態も納得がいく。特捜部が誘導している事実

を臼井氏が私に口外しないよう、私が逮捕される直前まで臼井氏をシンガポー

ルに留めておこうと特捜部が考えた可能性は否定できない。そう考えると、臼井

氏がシンガポールから再度帰国するまで供述調書が作成されなかったことも理

解できる。 



20 

 

 

【刑事訴訟法２５６条３項に対する検察の違反】 

ＬＧＴ銀行紹介の事実を捏造するに当たり、検察は致命的な誤りを犯した。六

本木での会食で私がＬＧＴ銀行を紹介したことを立証するには、会食日の特定

は必要不可欠。ところが検察は、私が再三要求したにもかかわらず、今に至るま

で会食日を特定していない。しかも、公判の２審に提出された検察の書面には

「裁判所から指示されていないので、会食日の特定は必要ない」などと、不誠実

極まりない文章が記載されている。会食日の特定は、裁判所の指示とは無関係の、

法律で検察に課せられた義務だ。 

私がオリンパスにＬＧＴ銀行を紹介したと主張する検察には、ＬＧＴ銀行紹

介の真相を明らかにする義務が課せられている。そのために会食日の特定は是

が非でも必要な最低限の事実であるはずだ。 

だが、私がオリンパスの簿外損失を承知していたとする具体的な証拠が存在

しない中で、何としても私を有罪に追い込もうと目論む検察は、「『六本木の会食

でＬＧＴ銀行を紹介された』とする４人の証言（偽証）は絶対に覆されてはなら

ない」と考え、「会食日の特定は必要ない」と私の要求を突っぱねた。 

ところが群栄との民事裁判で新たな証言が飛び出した。この文書ですでに何度 

も述べている通り、「98年２月 18日から同月 21日の間に、ＬＧＴ銀行のニップ

頭取とウォルチ取締役が、ＣＦＣへの融資の審査を行うためにオリンパスを訪

れた」とする森氏の証言だ。これにより、「会食日の特定」の必要性が俄然クロ

ーズアップされた。検察が「六本木の会食で、オリンパスにＬＧＴ銀行を紹介し

た」との主張を続けるのであれば、98年２月 18～21日の審査までに会食が行わ

れた事実を証明しなければならないからだ。 

  検察は私を起訴する以前の段階で、ニップ頭取とウォルチ取締役の来日記録

を開示して、それとともに会食日を特定しておかなければならない。森氏は公判

の証人尋問でも群栄との民事裁判と同様の証言をしたが、恐らく取り調べの段

階でも同じことを供述したに違いなく、検察もニップ頭取とウォルチ取締役の

来日記録の重要性を認識していたはずだ。検察は自らに課せられた最低限の義

務を放棄して山田氏らに偽証を強要、裁判所も「ＬＧＴ銀行紹介に関する偽証教

唆」という検察の欺罔行為によって大きな錯誤を起こした。 

私の立場から言えば、ＬＧＴ銀行を紹介していなかったことを証明するため

には、六本木の会食が、ウォルチ氏の来日（98年２月 18日～21日）よりも後だ

ったことを明らかにすることが必要になる。 

オリンパスとの民事裁判の２審判決で、六本木の会食が 98年３月７日だった 

ことが認定されていたので、群栄との民事裁判の１審判決は「ＬＧＴ銀行のアジ

ア担当であるウォルチ取締役（ニップ頭取も同行しているが、私の弁護士は同氏



21 

 

の住所を把握できず、ウォルチ取締役の入国記録のみ入手した）が平成 10（98）

年２月 18 日から同月 21 日までの間、山田氏らと面会してオリンパスに対する

必要な審査を行い、同年３月、オリンパス及びＯＡＭの口座が開設されたもので

あるところ、ウォルチが審査を行うよりも前に、被告が山田らを臼井に引き合わ

せたことを認めるに足る的確な証拠はなく、被告がＬＧＴ銀行ルートを認識し

た上で、その構築に関与したことを認めることはできない」と断定した。 

会食日は羽田の出入国記録と会食参加者の証言から簡単に特定できるので、

裁判所自らが会食日を特定した可能性もある。 

「週刊エコノミスト」誌のホームページ上で公開された森氏のヒアリング資料

で、「ＬＧＴ銀行と最初に付き合いをしたのは、おそらくオリンパスのデジタル

カメラが出てすぐの頃（平成８年＝96 年）で、下山氏とリヒテンシュタインに

行っている」との事実が明かされたが、この資料の公開がなければ、ウォルチ氏

の来日と六本木の会食日の確認でしか、私がＬＧＴ銀行を紹介したのではない

ことを証明する方法はなかった。 

具体的な会食日の特定は検察にとって極めて重要で、それは法律で明確に規

定されている。刑事訴訟法２５６条３項は「起訴状に記載される公訴事実は訴因

を明示しなければならず、訴因の明示はできる限り日時、場所及び方法をもって

罪となるべき事実を特定してなされなければならない」としている。 

また、刑事訴訟法３３８条４は麻薬犯罪を除き、「『日時、場所及び方法』をで 

きる限り具体的に記載することは、審判の対象としての訴因を特定するために

必要で、それを欠いた起訴状は訴因不特定として公訴提起の手続きの無効を来

すと解される」となっている。羽田の入出国記録さえ入手すれば会食日を簡単に

特定するのは至極簡単なことで、そのような簡単な事務手続きなど検察にとっ

ては造作もないことだ。 

「六木の会食でＬＧＴ銀行をオリンパスに紹介した」とされる私の行為は、この

事件に関するあらゆる事実認定の大前提（＝訴因）とされており、そのためにも

具体的な会食日の特定は必要不可欠。 

ところが検察は刑訴法２５６条３項に反して私を起訴し、判決は刑訴法３３

８条４を無視して私に有罪判決を下した。そこまでしなければ「横尾がＬＧＴ銀

行をオリンパスに紹介した」とする山田氏ら４人の偽証を貫き通すことができ

なかったのだ。 

 

【融資の審査期間に関する公判での証言】 

臼井氏と中塚氏は「六本木の会食で融資の話は出なかった。オリンパスがＬＧ

Ｔ銀行に融資の申し入れをしたのは、会食から２週間ぐらい経った時だった」と

証言している。その証言が正しいとすると、会食日が３月７日だから、融資が始
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まった３月 23日までの審査期間はわずか１、２日しかない。 

「第三者に対する融資は、すぐに決まるのか」と尋ねられた山田氏は「普通の融

資でも、ものすごく時間が掛かります。（第三者融資は）非常に難しいですから、

かなりの時間が掛かります」と証言している。ましてや、オリンパスとＬＧＴ銀

行は初めての取引で、最低でも審査に数ヵ月を必要とするのは常識だ。 

臼井氏は「ＬＧＴ銀行の場合、数日で融資は可能だった」などと証言したが、

検察が会食日を特定して、臼井氏の証言を常識的に検証していれば、臼井氏が虚

偽の証言をしていることはすぐに理解できたはず。この点から見ても会食日の

特定がいかに重要なことだったのかが分かる。 

 

【ＬＧＴ銀行の不正行為】 

ＣＦＣに対する融資には、オリンパスとＬＧＴ銀行の双方が犯した重大な不

正行為が存在する。しかし、検察はその点に一切触れていない。 

オリンパスは 98 年３月 20 日、ＬＧＴ銀行に口座を開設して３８０億円を預

金。ＬＧＴ銀行はこれを担保に 98 年３月 25 日に１８０億円、同年８月４日に

１２０億円の合計３００億円をＣＦＣに融資した。オリンパスとＬＧＴ銀行と

の融資交渉は次の順で行われたはずだ。 

 

➀ＣＦＣとオリンパスは資本関係も取引関係もないことを確認 

➁ＣＦＣは融資を受けられる財務状況にないことを確認 

➂オリンパスがＣＦＣの返済を保証するか、ＣＦＣに担保提供するかを選択 

 

ＣＦＣの株主はＳｋｙ Ｗａｒｄ Ａｓｉａ証券と記載された書面がＬＧＴ銀

行に提出されていたので、オリンパスとＣＦＣに資本関係がないことはＬＧＴ

銀行も把握していた。 

ＣＦＣはオリンパスの簿外損失を抱えるだけの簿外ＳＰＣなので、ＬＧＴ銀

行はＣＦＣのデューデリジェンスを行っていない。そして両者が話し合った結

果、オリンパスがＬＧＴ銀行に預金して、それを担保にＣＦＣへ融資することが

決まった。十分な担保提供または確実な保証がある場合、デューデリジェンスを

行う必要はない。 

オリンパスは交渉の過程で、預金残高報告書にＣＦＣへの担保提供について

記載しないようＬＧＴ銀行に依頼している。そうしなければ簿外ファンドのＣ

ＦＣに対する担保提供がオリンパス社内で露見し、最終的に簿外損失まで発覚

してしまうからだ。 

山田氏らはＣＦＣへの担保提供について、取締役会で決議することなく実行

しており、これは背任行為以外の何物でもない。オリンパスの「取締役会付議・
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報告義務」第８条 22 号には、「多額な借入金又は担保の提供並びに保証の決定」

とする記載があり、１件 50億円を超える担保提供や保証には取締役会の承認が

必要とされている。ＣＦＣへの担保提供が取締役会で承認されていれば、ＣＦＣ

への担保提供をオリンパス社内に隠す必要はなく、残高報告書に担保提供の事

実を記載できたはずだ。 

残高報告書に担保提供を記載しないことを了承したＬＧＴ銀行も、取締役会

の承認を受けていない担保提供であることを承知していた。担保融資を行う銀

行には、担保提供が正式に認められていることを確認する義務が課されている。

ところがＬＧＴ銀行はそのルールを破って融資を行った。資本関係のないＣＦ

Ｃに対して、社内規定（取締役会付議・報告義務）に反した担保提供を行うこと

は明らかな背任行為だが、それを承知していたＬＧＴ銀行は山田氏らの犯罪を

認識した上で融資していたことになる。 

スイス連邦銀行局の監督下にある銀行は、スイスのマネーロンダリング条項

によって、犯罪に関する金融取引と判明した場合、当局への通知を義務付けられ

ている。スイス連邦の監督下にあるリヒテンシュタイン公国の銀行も当然、ＣＦ

Ｃへの簿外融資は当局に報告するべき不正取引だ。だがＬＧＴ銀行は当局への

報告義務を怠っただけでなく、オリンパスの要求通りの簿外融資（不正融資）を

実行して、その事実を隠蔽するために残高報告書の改竄まで行った。 

さらにこの事実をスイス当局に報告すべき立場の日本の検察当局も、この事

実を意図的に見逃していたと言わざるを得ない。 

こうした簿外融資を行ったことについて、臼井氏は「オリンパスの名前を伏せ

た病院などの買収を行うために簿外資金が必要だと言われたから、オリンパス

社内にＣＦＣへの担保提供を隠す協力をした」と証言しているが、このような理

屈が成り立つ訳がない。そもそも買収を行うこと自体、取締役会の承認が必要で、

そのための資金調達を取締役会に隠す必要はない。オリンパスの名称を隠す必

要があるのは、オリンパスが病院を買収した際にライバル関係になる内視鏡の

顧客であり、社内の取締役会に対して隠す話ではない。こうした不合理極まりな

い屁理屈を、検察は敢えて鵜呑みにした。 

オリンパスはＣＦＣへの簿外融資３００億円の返済期限を迎えた 03年に、Ｌ

ＧＴ銀行と借り換え交渉を行っている。ＬＧＴ銀行はその際、ＣＦＣへの担保提

供をオリンパスの取締役会で決議するとの条件を付けた。98 年の融資の際、担

保提供が取締役会で承認されていないことを承知していたため、借り換え交渉

で条件を付けたのだ。簿外損失の存在を社内に隠蔽している山田氏らがその条

件を飲めるはずもなく、03 年７月 18 日付の「ベストエフォート宣言」（実現に

向けて最善の努力を尽くすと宣言する書面）に菊川氏が署名すると申し入れ、融

資の継続が承諾された。ＬＧＴ銀行は借り換えのタイミングでも、担保提供が取
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締役会で承認されていない事実を認識した上で融資を実行し、残高証明書の改

竄を行い続けた。 

こうした違法な融資が両社のトップ面談もなく決まるはずがない。それにも

かかわらず検察は、会談の確認すら行おうとしなかった。私はこの点を何度も指

摘し、ニップ頭取とウォルチ取締役の入国記録の入手を検察に求めたが、検察は

拒否し続けた。それは取りも直さず、ニップ頭取とウォルチ取締役が 98年年２

月 18 日から同月 21 日にかけて来日したことが私に露見することを恐れたため

で、そのことは検察が２人の来日の事実を把握していながら私を逮捕・起訴した

証と言える。デタラメという以外に言葉が見つからない。 

 

７、ニップ頭取との面談とインターミディアリーフィー 

私の誕生日に当たる 98 年５月 22 日、野村證券の人事異動が発表され、私の

退職も公表された。臼井氏からは訪日が決まっていたニップ頭取に会うよう勧

められていたので、私は同日午後、ニップ頭取とウォルチ取締役に初めて面会し

た。 

ニップ頭取からは日本のミクロ経済とマクロ経済の見通しについて尋ねられ、

私からは邦銀の投資信託販売が解禁されることを説明して、銀行向け金融デー

タベース・マーケティング・ビジネスを提案した。保秘の堅いＬＧＴ銀行がデー

タを預かるのなら、預ける方の邦銀に安心感を与えると考えたからだ。同じ理由

で遺伝子情報の管理ビジネスも提案した。 

同頭取が求めていたのは東京駐在員事務所に対する経済見通しの助言で、そ

れを条件に合計 60 万ドル（15万米ドルを４回）の融資を提案された。労力のか

かる仕事でもないため、私は喜んでこの提案を受け入れた。数日後には、ＬＧＴ

銀行東京駐在員事務所の一部をグローバル・カンパニー（ＧＣＩ）の事務所に提

供するとの申し出があった。すでに助言の件があったので、私はこの申し出に不

自然さは感じなかった。 

60 万ドルのうち最初の 15 万ドルは 98 年８月、ＬＧＴ銀行本店に開設された

ＧＣＩの米ドル口座に入金された。検察はこの 60 万ドルについて、「ＬＧＴ銀

行にオリンパスの預金と（ＣＦＣへの預金担保）融資を紹介したことに対するイ

ンターミディリー・フィー（紹介料）」と主張する。紹介料は通常、商品と同一

通貨で支払われるが、オリンパスの預金も、ＣＦＣへの預金担保融資も円建てで

実行されている。検察の主張通りなら、紹介料も円建てで支払われなければ筋が

通らない。ＧＣＩに支払われた 60 万ドルが紹介料ではなかったことは明白だ。 

ちなみにその後、このドル口座やＬＧＴ銀行の円口座の入出金を調べたとこ

ろ、ＬＧＴ銀行から入金された 60万ドルは、その後に支払われた正当な紹介料

の中から差し引かれていた。 
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８、金融監督庁によるパリバ証券への立ち入り検査 

オリンパスは 97 年５月、合計２８６億円の含み損を抱えたパリバ債３銘柄を

簿価の同３００億円で簿外ファンドのＱＰに売却し、パリバ債が抱える２８６

億円の含み損をＱＰに移した。99 年秋にパリバ証券東京支店を立ち入り検査し

た金融監督庁（現・金融庁）は、オリンパスが 97年５月にパリバ債をＱＰに売

却した事実を把握、同支店に質問状を送った。 

その内容は「オリンパスが平成 10（98）年３月と同 11（99）年２月に社債を

発行した際、オリンパスが設立したＳＰＣであるＱＰに、オリンパスまたはその

子会社に帰属すべき債券の債券売却損２８６億円が存在していた。パリバ証券

東京支店は、オリンパスがすべての損失を連結決算で開示していない事実を知

り得る立場にあったが、当該債券を販売する際、その事実を顧客（投資家）に説

明したか」というもの。 

「すべての損失を連結決算で開示していない事実」と記載した金監庁は、ＱＰ

に移したパリバ債の損失２８６億円が簿外損失になっている事実と、オリンパ

スが粉飾決算を行っている事実を正確に把握していたということである。 

これに対して同支店は「損失の存在は知っていたが、それが開示されているか

どうかはオリンパスに確認しなかった」と回答している。 

パリバ債をオリンパスに販売したのはパリバ証券東京支店で、ＱＰへの売却

を仲介した勧業角丸証券香港を紹介したのも同支店である。これはパリバ証券

内のコンプライアンス上、時価と 20倍以上も乖離した売買を仲介することが認

められなかったためだろう。 

パリバ債を３００億円でＱＰに売却する仲介を勧業角丸証券香港に依頼し、

そのパリバ債をＱＰから 14億円で買い取ったパリバ証券は、ＱＰに２８６億円

の損失が移されたことを正確に理解していた。 

更に、オリンパスの社債発行の主幹事だったパリバ証券東京支店は、２８６億

円の損失が開示されていないことも把握していた。オリンパスが社債を発行で

きたのは、ＱＰに存在する２８６億円の簿外損失を隠蔽した審査結果を、同支店

が大蔵省に提出したからに他ならない。逆の言い方をすれば、簿外損失を見逃し

て引受審査をしてくれる証券会社はパリバ証券東京支店以外になかったので、

本来の主幹事の山一證券や、副幹事の野村證券をスルーして、引受実績の乏しい

同支店に主幹事を依頼したのだ。野村や山一が引受審査をしていれば、簿外損失

は発覚していただろう。 

金監庁は 00年６月９日に同支店を行政処分して、その事実を公表した。監査

法人が同庁の報告書を確認するのは当たり前で、朝日監査法人も同様である。 
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【パリバ債】 

 オリンパスが 93 年と 94 年にパリバ証券東京支店から購入したパリバ債は、

次の５銘柄である。 

 

➀ フィンランド輸出金融公社債（国債先物リンク・ユーロ円債） 

額面１００億円（発行価格 80・０％）、利率５・０％（年１回利払い） 

発行日 93年３月 12日、償還日 98年３月 12日 

② ＩＢＭインターナショナル･ファイナンスＮＶ債（国債先物リンク・ユーロ円

債） 

額面１００億円（発行価格 80・０％）、利率５・０％（年１回利払い） 

発行日 93年３月 18日、償還日 98年３月 18日 

③ ニューサウスウェールズ州銀行債（国債先物リンク･ユーロ円債） 

ニューサウスウェールズ州保証 

額面１００億円（発行価格 80・０％）、利率５・０％（利払い年１回） 

発行日 93年４月 28日、償還日 98年４月 28日 

④ スウェーデン輸出金融公社債（イールドスプレッドリンク･ユーロ円債） 

額面 50億円（発行価格 87・０％）、利率３・０％（利払い年１回） 

発行日 94年２月 22日、償還日 98年５月 22日 

 

⑤ ビクトリア州財政公社債（イールドカーブリンク･ユーロ円債） 

ビクトリア州政府保証 

額面 50億円（発行価格 87・０％）、利率３・０％（利払い年１回） 

発行日 94年２月 24日、償還日 96年５月 24日 

 

※フィンランド輸出金融公社債のみロンドン市場上場債、その他は非上場債 

※金監庁が把握していたのはフィンランド輸出金融公社債、ＩＢＭインターナ

ショナル･ファイナンスＮＶ債、ニューサウスウェールズ州銀行債の３銘柄で、

スウェーデン輸出金融公社債とビクトリア州財政公社債の処理については把

握できていない 

 

９、朝日監査法人に対する金融再生委員会の調査 

98 年 10 月施行の金融再生委員会設置法に基づき、同年 12 月に発足した金融

再生委員会は、金融監督庁をその傘下に収めていた。同委員会設置法の第４条 25

は、同委員会の所掌事務として「公認会計士、会計士補、監査法人及び日本公認

会計士協会の監督に関すること」と規定している。金監庁がパリバ証券東京支店

の立ち入り検査で収集した情報は、上部組織の同委員会に報告され、同委員会が
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朝日監査法人（現・あずさ監査法人）を調査したのは疑いない。  

オリンパス事件に関する刑事、民事の判決はすべて、朝日監査法人はオリンパ

スの粉飾決算を承知していなかったと認定している。だが山田氏が公判で「外資

系証券会社（パリバ証券東京支店）が金融庁の検査を受けた時に問題が発生した

と、会計士さんから聞いた覚えがあります」と証言した通り、オリンパスの粉飾

決算を金監庁から聞かされた金融再生委員会は、同監査法人を事情聴取してい

たのである。 

金監庁が重大問題と捉えたのは、ＱＰに存在する損失をオリンパスが隠蔽し

たまま社債を発行し、パリバ証券東京支店はその事実を知りながら社債を引き

受け・販売したことだ。同支店が「オリンパスがＱＰに存在する損失を開示して

いるかどうか確認しないまま、同社の社債を販売した」と回答している以上、オ

リンパスの社債が存在する限り、金融再生委員会は監査法人を通じて簿外損失

の実態を確認しなければならない。98 年３月発行の社債は 03 年償還の５年債、

99年２月発行の社債は 02年償還のか３年債で、調査当時はいずれも償還されて

おらず、社債を保有する投資家が多大の損失を被る恐れがあった。 

金融再生委員会の追及を受けた朝日監査法人は、オリンパスに駆け込んで対

応を相談したのだろう。山田氏の証言はその折の話と考えられる。 

朝日監査法人がオリンパスの粉飾を把握していたのは紛れもない事実である

が、それは別の観点からも立証できる。 

山田氏自身も「決算対策商品の詳細は、監査法人に詳しく説明して承認しても

らってきた」と言っている。毎年の決算ごとに、決算対策の説明を受けていた監

査法人は、９００億円まで拡大した損失を確認しており、その損失が突然消えて

しまったことに気が付かなかったはずはない。仮に、朝日監査法人がオリンパス

の粉飾を知らなかったのであれば、損失が消えた理由をオリンパスに問い正し

たはずである。だが、朝日監査法人は損失が消滅した事実に一切触れていない。

損失の簿外移動を朝日監査法人が了解していなければ、そのようなことはない。 

では、朝日監査法人は、金融再生委員会に対してどのような言い訳をしたのか。 

金融再生委員会のヒアリングに対する誤魔化しとして朝日監査法人が思いつい

たのが、オリンパスが外資系のシュローダー証券から購入し、巨額の含み損が発

生していた仕組債「エンデバー」などを利用して、ＱＰの損失を処理したように

「誤魔化す」ことだった。 

決算対策商品の仕組債「エンデバー」の価格は当時、簿価の 50％を下回って

おり、特金の中で損失を計上する必要があった。そこで朝日監査法人はこのエン

デバーの損失計上について、ＱＰの損失を処理したように装おうと計画した。同

監査法人とオリンパスによる筋書きは以下の通りだったと考えられる。 
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➀エンデバーを外資系証券会社に簿価で買い取らせ、決算期明けにオリンパス 

が買い戻す「飛ばし」の契約を結ぶ（この契約は実際には存在しなかった） 

➁飛ばしを決行する予定だった決算期末日の 99年９月 30日に、何者かがこの 

取引を朝日監査法人に漏らし、同監査法人の担当者がオリンパスに乗り込んで

山田氏を説得、飛ばしを中止させる                  

➂このためオリンパスは同監査法人の指導に従って１６９億円の含み損を実現 

損として計上し、00年３月期にすべての特金を解約する 

 

山田氏らは社内的にはこうした筋書きを説明し、朝日監査法人の指導に従っ

て 00年３月期に１６９億円の損失を計上して、すべての特金を解約するという

ことで了解を得た。ところが同期の決算報告書を見る限り、１６９億円のうち１

４０億円については「その他」としか書かれておらず、どの金融商品に発生した

損失なのか明らかにされていない。もちろん、エンデバーという名称も記載され

ていない。 

要するに朝日監査法人は、この１４０億円について「ＱＰが抱える２８６億円

の損失の一部」と金融再生委員会に釈明し、その上で「残りも速やかに解消させ

る」などと誤魔化したのだろう。仮に金監庁がこの釈明を疑い、真相を突き止め

ようとしても、特金の中身は監査法人にしか把握できず、同庁も釈明を了解した

と思われる。同監査法人が同委員会から初めてＱＰへの損失移転を聞かされて

いたのなら、オリンパスは２８６億円全額を損失計上しているか、パリバ証券東

京支店を主幹事に発行した社債を強制的に償還させられたはずだ。 

ところで検察の主張や、本件に関するすべての裁判の判決はいずれも「エンデ

バーの飛ばし発覚により、00 年３月末で特金閉鎖を余儀なくされることになっ

たオリンパスは、特金からの貸し債による簿外資金の調達が不可能になり、慌て

てＬＧＴ銀行とコメルツ銀行に簿外資金の融資を依頼した」との認識で一致し

ている。関係者の供述や証言も同様だ。  

しかし実際には、エンデバーの飛ばし発覚以前から簿外資金の融資交渉はス

タートしている。例えば飛ばしが 99 年９月 30 日に発覚しているのに対し、山

田氏と森氏がコメルツ銀行シンガポール支店を訪問して３００億円の簿外資金

融資を依頼したのは、それ以前の同年９月８日～11 日のことだ。同時期に山田

氏らはＬＧＴ銀行にも追加の簿外資金融資を依頼しているが、この時は断られ

ている。「飛ばし発覚で特金の閉鎖時期が１年前倒しとなり、貸し債以外の簿外

資金の調達に奔走した」とする関係者の証言はすべて偽証だったことになる。 

つまりエンデバーの飛ばし発覚は、ＱＰにパリバ債の損失を移転させたこと

を金監庁から追及された朝日監査法人が、言い訳のために考えたものだった。そ

れとは裏腹に、オリンパスは特金に存在する含み損を簿外に移すため、簿外資金
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の調達を着々と進めていた。その金額は最終的に９００億円に達した。 

中塚氏は公判で「監査法人に飛ばしをリークした人物を探すことはしなかっ

た」と証言したが、実はエンデバーの飛ばし発覚はオリンパスと朝日監査法人が

仕組んだ猿芝居。同監査法人にエンデバーの飛ばしをリークした犯人など存在

していなかった。だから敢えて探す必要もなかったわけだ。 

検察は、これだけはっきりした根拠があるにも拘わらず、「朝日監査法人はオ

リンパスの粉飾を知らなかった」、「簿外損失を監査法人に隠すスキームをＧＣ

Ｉに依頼した」という出鱈目な認定をした。 

 

10、ＧＣＮＶのコンセプトと組成までの経緯 

複数の事業を展開する大企業ほど「複合ディスカウント」を起こしやすい。事

業が単一な時代の企業は価値も正当に評価されているが、複数の事業を展開す

るようになると価値を過小評価されがちになる。そんな過小評価された企業を

狙って行うのが敵対的ＴＯＢ。過小評価されている大規模な複合企業を買収し、

部門ごとに分割して、本来の価値で高く売却するのだ。 

その手法を使って各事業部の経営資源を見直し、オリンパスに新規事業を立

ち上げようと設立したベンチャー投資ファンドが「ＧＣＮＶ」である。 

ファイバースコープ（内視鏡）事業に利益の大半を依存しているオリンパスの

企業体質に不安を感じていた下山社長は、各事業部とのミーティングを通じて

経営資源を把握し、内視鏡依存体質からの脱却について助言するよう、ＧＣＩに

依頼してきた。 

ＧＣＩは各事業部とのミーティングを１年間にわたって繰り返し、関係会社

の「グローバル・ソーシング」はオリンパスの八王子研究所を半年間調査。同研

究所の主任研究員全員からヒアリングした結果を詳細な報告書にまとめ、活用

されていない経営資源に焦点を当てて、個別に独立させて活用する「疑似分社化」

を提案した。その実行のため、発想が柔軟なベンチャー企業から経営資源を利用

した新事業のアイデアを提案してもらう仕組みも考えた。 

だが、上場会社に迂闊にアイデアを持ち込んだ結果、すべてを吸い取られてし

まったベンチャー企業が数多く存在しており、ベンチャー企業が上場会社に直

接アプローチすることは不可能だと思い知らされた。 

そこで私は、オリンパスとは無関係の「テクノマイニング」という会社を設立

し、同社がオリンパスの技術や設備などの経営資源をネット上で公開。ベンチャ

ー企業からの提案を独自に審査して、これを通過したベンチャー企業に経営資

源と資金を提供する形をとった。 

その提案を実現する資金を供給する目的で、オリンパスに設立してもらった

のがＧＣＮＶだ。オリンパスだけでは経営資源が偏ってしまうため、ダイキンや
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ＴＯＴＯ、大日本スクリーン、双葉電子工業にも参加してもらったが、これら上

場会社の賛同を得るには、かなりの労力と時間を必要とした。 

 

【判決が誤認したＧＣＮＶの設立目的】 

公判と群栄との民事裁判の１審判決は「平成 11（99）年９月末、エンデバー

の飛ばしが朝日監査法人の知るところとなり、オリンパスは同監査法人から平

成 12（00）年３月期末までに特金等を解消するよう強く指導された。特金から

の貸し債による簿外資金の調達ができなくなった山田らは、ＧＣＩに相談して

ＧＣＮＶを組成し、出資金額３５０億円のうち３２０億円を簿外ＳＰＣに送金

して簿外資金の調達を行った」と認定した。 

だが、前述したようにエンデバーの飛ばし発覚自体、オリンパスと朝日監査法

人が考えた「やらせ」で、そもそも同監査法人による指導など存在していなかっ

た。エンデバーの飛ばし発覚で特金の解約時期が早まり、慌てて貸し債に代わる

簿外資金の調達を始めたことになっているが、コメルツ銀行に対する融資交渉

はエンデバーの飛ばし発覚以前に始まっており、同時にＬＧＴ銀行にも簿外融

資額の拡大を働きかけていた。 

 

【判決が誤認した「ＧＣＮＶルート構築に向けた打ち合わせ」】 

公判と民事裁判の判決はいずれも「山田らはＧＣＮＶルートを構築し、これを

実行に移すに当たり、東京都港区虎ノ門に所在するＧＣ社の事務所に集まって

打ち合わせをしていた。そして被告、羽田、小野は、被告が方針を決め、羽田が

それを具体化し、小野が実務的な手続を担当するといった役割分担をしていた」

と認定した。 

  だが本稿の 14～15 ページで詳述した通り、森氏、中塚氏、京相氏らは「ＧＣ

Ｉ側と損失の話をしたことがない」旨の証言をしており、さらに「打ち合わせの

場で損失という言葉は禁句だった」とも証言している。そうした状況下で、損失

隠しのための簿外資金を調達する相談などできるわけがない。 

 

11、ＧＣＮＶによるＱＰのＮｏｔｅ購入 

山田氏らは、ＬＧＴ銀行のニップ頭取から勧められた公募投信「ＧＩＭ」を４

００億円分購入し、それを担保にＣＦＣが簿外融資を受ける計画を立てた。ＧＩ

Ｍの購入は 00年１月のオリンパスの取締役会で承認されたが、ＣＦＣが受ける

簿外融資の担保にＧＩＭを提供することは隠されていた。 

ところが当初はＧＩＭを担保にした融資を承諾していたＬＧＴ銀行は、オリ

ンパスが４００億円分を一時に解約することで起こりかねないＧＩＭの価格下

落を恐れ、00年２月 28日になって突然、ＧＩＭの販売を断ってきた。ＧＩＭは
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リヒテンシュタイン公家の資産運用を目的に設立された公募投信なので、同公

家の資産目減りを懸念した運用担当者が拒絶したか、運用担当者が同公家のフ

ィリップ公子から指摘を受けた可能性がある。 

オリンパスは 00年３月末までに新たな簿外資金調達ルートを設定する必要に

迫られていたが、その実情を認識していたＬＧＴ銀行は、ＣＦＣへの簿外融資の

担保をＧＩＭから預金に変更させるつもりだったに違いない。 

ところがオリンパスは、00 年１月の取締役会で銀行預金に７００億円の上限

を定めていたため、預金額を増やすことができず、預金を担保にした融資への切

り替えは不可能だった。そこでフィリップ公子は、アジア担当取締役のゲアハル

ト・ウォルチ氏と法務担当取締役のウルフ・ゲーブラー氏に、オリンパスのニー

ズを満たす方法を考えるよう指示した。 

この２人が考案したのが、オリンパスの取締役会が承認した「ＰＳ Ｇｌｏｂ

ａｌ Ｉｎｖｅｓｔａｂｌｅ  Ｍａｒｋｅｔｓ（ＧＩＭ）」の末尾に、オリンパス

の「Ｏ」を付加した「ＰＳ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔａｂｌｅ  Ｍａｒｋｅｔ

ｓ－Ｏ（ＧＩＭ－Ｏ）」という名称の私募投信を組成し、その運用資金を直接簿

外に流す手法だった。 

ところがＧＩＭ－Ｏへの変更に時間を要したため、簿外資金調達のスケジュ

ールに狂いが生じ、３月末で閉鎖する特金に貸し債を返却するタイミングに間

に合わなくなった。そこで山田氏らは、このタイミングのズレを補正する資金と

して、ＧＣＮＶの資金を流用しようと考えた。 

オリンパスが出資した３００億円と、アクシーズグループの中川昭夫氏と佐

川肇氏が設立したファンド「ＧＶ」が出資した 50億円の合計３５０億円で組成

されたＧＣＮＶは、資金を簿外に流すファンドとして設立されたものではなく、

設立当初は資金的なゆとりがあった。 

そこで山田氏らは、ＧＣＮＶのＧＰに指名した「ＧＣＩケイマン」に、ＧＣＮ

Ｖの余剰資金をＱＰのＮｏｔｅ（１年債）で運用するよう指示し、Ｎｏｔｅの元

本と年１％の利回りを保証する覚書を送付した。ＧＣＩの家宅捜索で押収され

たこの覚書には山田氏の署名だけが存在し、ＧＣＩケイマン側の署名欄は空白

になっている。しかもこの覚書はオリンパス側からは押収されておらず、オリン

パスがＧＣＩケイマンに一方的に送付したものだったことが分かる。 

こうした事実は、オリンパスの簿外損失額と、含み損を抱えた金融商品を簿外

に移す際に調達した資金額を比較することで明確に理解できる。含み損を簿外

に移して管理する目的で、オリンパスが 99 年 12 月以前に調達した金額は、98

年にＬＧＴ銀行から預金担保で受けた融資３００億円と、99 年にコメルツ銀行

から預金担保で受けた融資３００億円の合計６００億円。これに 00年３月のＧ

ＩＭ担保融資（計画変更後はＧＩＭ－Ｏからの債券投資）３００億円を加えると
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合計９００億円。オリンパスが簿外に移した金融商品の含み損額と同額だ。 

検察は、山田氏から相談を受けた私が、簿外に資金を流すためのファンドとし

てＧＣＮＶを設立するよう助言したと主張する。しかし、ＧＣＮＶ設立の内定時

期は 99年秋、オリンパスがＧＩＭ購入を申し込んだ時期は同年末である。しか

も前述の通り、オリンパスのＧＩＭ購入予定額は４００億円だった（これを担保

にした簿外融資の上限額は３２０億円）。つまり検察の主張通りなら、オリンパ

スは 99 年末の時点で少なくとも 1２２０億円の資金を簿外で調達する予定だっ

たことになり、３２０億円強が余剰になる。 

こうした不要な簿外資金を調達するために、ＬＧＴ銀行に違法な融資を依頼

したり、帳簿上に記載されているＧＣＮＶの資金を簿外に回したりするような

危険な真似をすることはまず考えられない。やはりＧＣＮＶの資金を簿外に流

用したのは、ＧＩＭをＧＩＭ－Ｏに変更したことによって、簿外資金調達のスケ

ジュールに狂いが生じたことが原因と考える以外にない。 

ＧＣＮＶは 00 年３月１日に組成され、同月 14 日にオリンパスから３００億

円、ＧＶから 50億円の出資を受けている。この合計３５０億円の約９割に当た

る３２０億円がＱＰのＮｏｔｅ購入のため、同年３月 16 日にＱＰに送金され、

ＱＰはこの資金を使って、特金から借りて市場で売却していた国債（貸し債）を

買い戻し、これを特金に返却した。 

本来ならこの資金には、ＧＩＭを担保にＬＧＴ銀行から受けた簿外融資が充

てられる予定だったが、ＧＩＭの代わりとなるＧＩＭ－Ｏの組成が同年３月 15

日にずれ込み、貸し債を返却するための資金調達に支障を来した。そこで山田氏

らは、組成直後のＧＣＮＶの資金に白羽の矢を立てたのである。このことは後述

する「ＩＴＸ」株購入の経緯からも裏付けることができる。 

 

★各ファンドとＳＰＣの組成（設立） 

【ＧＣＮＶ】 00年３月１日組成 

オリンパスから 00年３月 14日、ＧＶから同年３月 15日入金 

【Ｔｅａｏ】 00年３月 10日組成、ＧＩＭ－Ｏから同月 21日入金 

【Ｎｅｏ】  00年３月 10日組成、Ｔｅａｏから同月 21日入金 

【ＧＩＭ‐Ｏ】00年３月 15日組成、オリンパスとＯＡＭから同月 21日入金 

【ＩＴＶ】  00年３月 15日組成、Ｎｅｏから同月 21日入金 

★ＧＣＮＶの入出金 

① 00年３月 16日にＱＰへ３２０億円を送金  

② 同年３月 28日にＱＰから 20億円が返金 

③ 同年４月 27日に 49億５０００万円を三和銀行に送金（ＥＢ購入） 

③ 同年６月 28日に 40億円がＱＰから返金 
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④ 同年９月 25日に 22億５０００万円を日商岩井に送金（ＩＴＸ株購入） 

⑥ 同年 10 月５日に 39 億４０００万円がＧＶから入金（ＧＶにＩＴＸ株売却） 

 

【ＧＣＮＶの管理報酬に関する検察の誤った主張】 

ＧＣＮＶが簿外資金の調達目的で設立されたとする検察は、その裏付けの一

つとしてＧＣＮＶが採った形態を挙げ、以下の通り主張する。 

「新規事業の発掘目的でベンチャー投資を行うＧＣＮＶには、スタートと同時

に巨額の資金を使う予定はない。投資額はベンチャー企業を発掘しながら、緩や

かに増加していく。それなら投資先を発掘するたびに必要額を出資していく分

割払込方式にしておけば、管理報酬は安く済む。ところがＧＣＮＶは、設立と同

時に満額の３５０億円を出資する一括払込方式を採用した。そのため不必要に

高額の管理報酬が発生し、ＱＰのＮｏｔｅから支払われる年１％の利息も管理

報酬と相殺された。こうした経済合理性に欠ける支払い方式が採用されたうえ、

運用資金の大半がＱＰに送金されていたことから、ＧＣＮＶがオリンパスの簿

外資金を調達する目的で作られたことが分かる」 

すべての判決の認定もこれと同様だが、現行のベンチャーファンドの制度に

照らせば、この主張が成立しないことは容易に理解できる。 

ベンチャーキャピタルが採用する払込方式には、必要資金に応じてその都度

払い込む「分割払込（随時払込）方式」と、スタート時に全額を払い込む「一括

払込方式」の２つがあるが、管理報酬に関しては、分割払込方式が一括払込方式

より安価という事実はない。分割払込方式の管理報酬は払い込んだ金額とは関

係なく、常に出資約束金（最終払込総額）に基づいて計算され、一括払込方式の

管理報酬と同額になる。        

証券アナリストの資料を参考に、机上のコンピューを見ながら投資する通常

の投資信託とは異なり、全国に散在するベンチャー企業を発掘し、オーナーを説

得して投資する人海戦術型のベンチャーファンドは、極めて投資速度が遅く、必

要となるコストも高い。投資額に合わせて管理報酬が設定されるなら、ファンド

の初期段階はタダ働きが続くことになり、早期に管理報酬を得ようと手当たり

次第に投資する無節操なファンドになってしまう危険性がある。 

そこでベンチャーファンドの管理報酬は、将来の投資先を発掘するためのラ

ンニングコストとして、払込方式に関係なく、常に同額になるよう設定されてい

る。管理報酬はベンチャーキャピタルの利益ではなく、あくまでもランニングコ

ストを賄うもので、だからこそベンチャーファンドには一般の投資信託にない

「成功報酬」が定められて、それが運用者の利益になっている。 

機関投資家などの大口投資家を対象とするベンチャーファンドの場合、送金

の手間を省くため、一括払込方法を採用するのが一般的だ。 
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また、検察は「ＧＣＮＶの資金をＱＰのＮｏｔｅで運用することは、ＧＣＮＶ

の目的から外れた許されない行為」と主張し、本件に関するすべての判決もこれ

を認定している。だが、ファンドの運用で許されないのは、ファンドに与えられ

た目的以外の運用で損失を被ることで、オリンパスから保証されたリスクフリ

ーのＱＰのＮｏｔｅで運用することは何ら問題がない。 

 

【オリンパスとの民事裁判の誤認】 

オリンパスとの民事裁判の２審判決は、ＧＣＩケイマンがオリンパスの指示

に従って、ＧＣＮＶの約３００億円をＱＰに送金した点について、次のように認

定した。 

「約３００億円もの巨額の資金が短期資金運用の名目でＱＰへ移され、期末毎

にいったんＧＣＮＶに戻されるという機械的な資金移動が繰り返されていた。

返還時に利息相当額が付され、短期資金運用の体裁が整えられていたとしても、

新規事業の発掘及び育成というＧＣＮＶのもともとの目的に全くそぐわない資

金運用といえる。仮に控訴人（横尾）らが損失隠しの目的を知らなかったとすれ

ば、ＧＣＮＶの業務執行を委ねられた立場から、山田らに対して疑問を示して説

明を求めるなり、運用に関する助言を与えるなり、あるいは意見具申することが

あっても然るべきだが、そのような行動に一切及んでいないことは、ＧＣＮＶの

真の目的やＱＰへ移された資金用途について、控訴人らが事前に承知していた

ことを窺わせ、控訴人らは、山田らから被控訴人が巨額の損失を抱えていること

を知らされていたものと認められる」 

だが、山田氏から購入を指示されたリスクフリーのＱＰのＮｏｔｅのクーポ

ンは年１％と、当時の金融環境の中では極めて高水準だった。それを上回る運用

利回りを上げられ、しかもリスクのない金融商品を探すことは不可能に近かっ

た。山田氏の指示を拒否することは機会利益の損失を問われかねず、ＧＣＮＶの

ＧＰの立場として、それに疑念を挟まないことは至極当然だった。判決の認定は、

事件発覚後に考えたこじつけに過ぎない。 

 

【群栄との民事裁判の誤認】 

群栄との民事裁判の１審判決は、ＧＣＩケイマンがオリンパスの指示に従っ

て約３００億円をＱＰに送金した点について、オリンパスとの民事裁判の２審

判決とほぼ同じ誤認を犯している。該当部分を抜粋する。 

「ＧＣＮＶに対しては、オリンパス及びＧＶから、新規事業の発掘という目的と

の関係ではそのような巨額の資金需要は直ちには見込まれておらず、しかもＧ

ＣＮＶのＧＰであるＧＣＩケイマンに対して発生する管理手数料は、出資額が

増大すれば基本的に増加する関係にあるのに、設立と同時に合計３５０億円の
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出資がなされているところ、そのうち約３００億円もの巨額の資金が短期資金

運用の名目でＱＰに移され、期末毎にいったん資金がＧＣＮＶへ戻されるとい

う機械的な資金移動が繰り返されていたものであり、返還時に利息相当額が付

与され、短期資金運用の体裁が整えられていたとしても、こうした約３００億円

もの余剰資金の発生とその資金移動は、ＱＰにおいて付される利息相当額が事

実上ＧＣＩケイマンに対する管理手数料で相殺されかねないという意味で経済

合理性のないものといわざるを得ず、新規事業の発掘及び育成というＧＣＮＶ

の本来の目的にもそぐわない資金運用であるといわざるを得ない。そして、被告

は証券や金融業務に精通していながら、このような資金の運用事務について、羽

田及び小野と共に、何ら疑問を抱くこともなく、山田らからの指示に従って処理

をしていたものであり、仮に被告が損失隠しの目的を知らなかったのであれば、

ＧＣＮＶの業務執行をゆだねられた立場から、山田らに対し、疑問を示して説明

を求めるなり、運用に関する助言を与えるなり、あるいは意見具申をするなりし

て然るべきであるところ、被告はそのような行動に一切及んでいない」 

この認定もＰ30～31で説明したのと同じ理由から、明らかな誤りである。 

 

【オリンパスがＧＣＮＶの資金を担保に簿外融資を依頼しなかった理由】 

ＬＧＴ銀行は山田氏らの背任行為を承知の上でＣＦＣへの簿外融資を行って

いたが、これは他の２行（コメルツ銀行とソシエテジェネラル銀行）も同様だ。 

こうした不正融資が最後まで発覚しなかったのは、それぞれの銀行が担保提供

の事実を残高報告書に記載しなかったからで、銀行の協力がある限り、この方法

が最も安全で確実な簿外資金の調達手段だった。銀行自身も当然、この不正融資

が発覚すれば行政処分に発展するリスクを抱えており、オリンパスの取締役会

が承認していない担保提供を残高報告書に記載するような真似はしない。実際、

にも簿外融資全額を返済するまでの 10年以上、ＣＦＣに対する簿外融資は一切

露見していない。 

ＧＣＮＶを利用して簿外資金を捻出するのなら、ＧＣＮＶの資金をＬＧＴ銀

行に預金し、その預金を担保にＣＦＣが融資を受けるやり方が最も有効で安全

だったはずだ。それならＧＣＮＶとＱＰとの間で資金をやり取りする必要はな

く、年末毎にＱＰからＧＣＮＶにＮｏｔｅの償還金を送金する必要もなかった。

オリンパスの預金同様、ＬＧＴ銀行が担保提供の事実を残高報告書に記載しな

ければ、最も安全で簡単な簿外資金の調達方法だった。 

ちなみにＧＣＮＶの余資をＱＰのＮｏｔｅで運用していることは、ＧＣＮＶ

の監査担当だった木間会計士にも伝えていた。そうしなければ、年に３億円もの

金利収入があることが説明できない。１年債にしたのはオリンパス側の一方的

な都合に過ぎない。 
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ＱＰのＮｏｔｅを償還してＧＣＮＶに償還金を支払うため、オリンパスは毎

年 12 月末、オリンパス自身が保有する国債を金融子会社のＯＡＭに貸し出し、

ＯＡＭはその国債を秘密裏に売却して、その資金を隠し口座を利用してＱＰに

送金していた。信託銀行が協力する特金からの貸し債は安全だったが、オリンパ

ス自身が保有する国債を秘密裏にＯＡＭに貸し出すことは、例えパリバ証券に

協力させていても危険だったはずだ。 

にもかかわらずオリンパスは、ＧＣＮＶの資金をＬＧＴ銀行に預金させて簿

外融資を受ける方法を選択しなかった。ＧＣＮＶの預金を担保にした融資につ

いて、臼井氏は公判での証人尋問で「担保提供の契約書を差し入れていただけれ

ば可能」と証言しており、ＧＣＮＶの預金担保融資を妨げるものは存在しなかっ

たことが分かる。オリンパスの預金を担保提供する場合と異なり、ＧＣＮＶの預

金を担保提供するのに取締役会の承認はいらない。 

前述した通り、公判の１審判決と群栄との民事裁判の１審判決は、オリンパス

が含み損を抱えた金融商品を簿外に移す際に、外銀から資金を調達した理由に

ついて、「特金からの貸し債が監査法人に露見しそうになったため」と認定した。    

こうした判断を下した裁判所は「ＱＰのＮｏｔｅを使った簿外資金調達は危

険であって、ＧＣＮＶの預金を担保にした外銀からの簿外融資を選ばなかった

のは不自然だ」と判断しなければならない。何故ならばＱＰは、特金からの貸し

債よりも遥かに露見の危険性が高い、オリンパス本体からの貸し債を利用して、

Ｎｏｔｅの償還資金を捻出しなければならなかったからである。裁判所の論理

は完全に矛盾している。 

オリンパスがＱＰのＮｏｔｅを選択した理由は一つしかない。ＧＣＮＶの預

金を担保に簿外融資を受けるには、ＧＣＮＶのＧＰを務めるＧＣＩケイマンが

「ＧＣＮＶの預金をＣＦＣに担保提供する」とするＬＧＴ銀行の書面へ署名す

る必要がある。ＧＣＩケイマンがオリンパスの簿外損失を知っていれば、オリン

パスは署名を依頼できたはずだが、ＧＣＩケイマンは簿外損失の存在を承知し

ておらず、山田氏らはＧＣＮＶの預金を担保にした融資を実行できなかったか

らだ。 

こうした私の主張に対し、群栄との民事裁判の１審判決は「00 年１月の取締

役会で預金の上限額を設定したオリンパスは、ＧＣＮＶの余剰資金を預金に回

すことができず、ＧＣＮＶの預金を担保にした融資は受けられなかった」と認定

する。だがファンドによる預金は、オリンパス本体の預金とは全く別物であるこ

とは言うまでもない。 

また、当時の会計基準では、投資事業組合の支配権は運用者（ＧＰ、この場合

はＧＣＩケイマン）が握っており、ＧＣＮＶはオリンパスの連結対象ではなかっ

た。この点からも、ＧＣＮＶの預金はオリンパスとは無関係だ。投資事業組合が
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出資者の連結対象になったのは、会計基準が変更された 07年以降のことだ。 

 

【ＱＰのデューデリジェンスに関する誤認】 

  オリンパスとＧＣＩケイマンが 00年３月１日付で交わした覚書には、➀ＧＣ

ＩケイマンはＱＰのデューデリジェンス（資産査定）を行うことなく、ＧＣＮＶ

の余資をＱＰのＮｏｔｅで運用する、➁オリンパスはＱＰのＮｏｔｅの元本と

年１％の利回り（１％）を保証する、➂ＧＣＩケイマンはＧＣＮＶとＱＰとの関

係で起因する一切の責任を免除される――などと記載されている。 

この覚書について、検察と裁判所は「損失隠しを目的にＱＰへの送金が行われ

ていることを認識していたＧＣＩケイマンは、ＱＰのデューデリジェンスを行

わずにＮｏｔｅを購入した。そこでオリンパスの粉飾決算が露見した際にＱＰ

のＮｏｔｅで資金運用していた責任を追及されぬよう、こうした覚書をオリン

パスに作成させた」と主張する。 

しかし、この主張は常軌を逸している。ＧＣＩケイマンは山田氏から「ＱＰは

資金運用会社」との説明を受けており、そのＱＰのＮｏｔｅの元本と利回りをオ

リンパスが保証するということは、たとえＱＰが破産してＮｏｔｅの償還金や

利息が払えなくなったとしても、（ＧＣＮＶが受け取るべき）Ｎｏｔｅの元本と

利息は、ＱＰに代わってオリンパスが支払ってくれることを意味する。要するに

Ｎｏｔｅの安全性は、ＱＰの支払い能力とは関係なくオリンパスの保証能力に

よって決定されており、ＱＰの財務状況を確認する必要はないという意味なの

だ。 

格付けＡＡＡの銀行が保証する社債（銀行保証債）を疑う購入者は、社債を保

証する銀行をデューデリジェンスして、自分の目で銀行の保証能力を確かめる

しか術がない。ＱＰのＮｏｔｅの場合も、仮にデューデリジェンスを行うのなら、

Ｎｏｔｅを保証しているオリンパスが対象になり、その目的はオリンパスの保

証能力の確認になる。 

ＬＧＴ銀行がＣＦＣに融資を行った際、ＬＧＴ銀行はＣＦＣのデューデリジ

ェンスを行っていない。それはオリンパスの預金によって融資の元本と利払い

が保証されていたためだ。不動産や株式を担保に融資する場合、価格変動に対す

るリスクが発生するが、融資と同一通貨の預金、それも融資額を遥かに上回る預

金を担保にする場合、リスクはないと考える。リスクがない融資に対してデュー

デリジェンスを行う銀行はなく、これと同様にリスクのないＱＰのＮｏｔｅに

対してわれわれがデューデリジェンスを行う必要は全くない。 

この件に関する検察と裁判所の理屈が罷り通るのなら、十分な担保を差し出

して銀行保証を受けている社債の発行会社に対しても、必ずデューデリジェン

スを行う必要が生じる。そうなった場合、金商法や銀行法の改正まで必要となっ
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てくる。「ＱＰのデューデリジェンスは不要」などと書かれた、金融の専門家な

ら要求するはずのない非常識な内容が記載された覚書を、ＧＣＩ側から要求す

るはずがない。こうした覚書をＧＣＩ側からオリンパスに要求したとの認定は、

全く常軌を逸している。 

また前述した通り、ＱＰの覚書はＧＣＩの家宅捜索で押収された１通しか存

在しておらず、オリンパスにもあるはずの覚書は押収されていない。その上、Ｇ

ＣＩから出てきた覚書には、山田氏の署名しか記載されておらず、ＧＣＩの署名

欄は空欄になっている。 

こうした点から見ても、覚書はＧＣＩとは無関係にオリンパス側が勝手に作

成し、ＧＣＩに一方的に送り付けたことは明らかである。 

 

12、ＩＴＸ 

投資会社のＩＴＸは資金繰りに困って倒産寸前に追い込まれた日商岩井の救

済案件だった。ところが三和銀行、神戸製鋼、徳山曹達、高島屋、日商岩井など

が参加する企業グループ「みどり会」のＩＴＸに対する反応は日商岩井の予想以

上に厳しく、予定した出資額が集まらなかった。ＩＴＸがオリンパスの簿外損失

を解消できるような魅力的な投資案件だったら、身内から敬遠される訳がない。 

そもそもＩＴＸが株式を保有する企業の中で魅力的だったのは、上場会社の

「日商エレクトロニクス」と携帯電話の販売会社「ＩＴテレコム」くらいで、期

待された「ニフティ」はすでに日商岩井の資金繰りのため売却済みだった。 

この状況に直面したＩＴＸの発案者、横尾昭信（私の実兄）は私を呼び出し、

ＩＴＸに投資の可能性がある企業の紹介を依頼してきた。私は山田氏に電話し、

ＩＴＸに対する興味の有無を尋ねたが、ＩＴＸについての説明自体は、昭信が 00

年１月４日にオリンパスを訪問し、岸本氏らに対して行ったようだ。 

項目 11（Ｐ.29）「ＧＣＮＶによるＱＰのＮｏｔｅ購入」で、「ＧＣＮＶの

ＩＴＸ株購入は、ＧＣＮＶが簿外資金とは無関係に組成された事実を裏付けて

いる」と記載した。それについてここで説明する。 

オリンパスが簿外資金の調達を企図した 99年の時点では、ＩＴＸ株購入の計

画は全く存在しておらず、当然、ＩＴＸ株を簿外資金で購入する計画も存在して

いなかった。ところがＧＣＮＶは、山田氏の指示でＩＴＸの他社株転換社債（Ｅ

Ｂ）49億５０００万円分（購入日は 00年４月 27日）と、ＩＴＸ株 22億５００

０万円分（購入日は同年９月 25日）の合計 72億円分を、ともにＱＰのＮｏｔｅ

の一部を途中償還させた資金を使って購入している。オリンパスから見れば、簿

外資金を切り崩した上での購入に当たる。 

ＱＰからは 00年３月 28日に 20億円、同年６月 28日に 40億円がＧＣＮＶに

返金され、ＧＣＮＶはこれを使ってＩＴＸのＥＢと株式を購入した（このうちＩ
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ＴＸ株は同年 10月５日、ＧＶに 39億４０００万円で売却されている）。 

実は、ＱＰがＧＣＮＶに返金した償還金の合計 60億円には、組成の遅れてい

たＧＩＭ‐Ｏの資金が充てられたのである。同年３月 15日に組成されたＧＩＭ

－Ｏには、同月 21 日にオリンパスとＯＡＭから合計３５０億円が入金され、そ

の資金はオリンパスのＳＰＣ「Ｔｅａｏ」（組成日は 00年３月 10 日）とベンチ

ャーファンド「Ｎｅｏ」（同）を経由してＱＰのＮｏｔｅ購入に１９４億円、Ｌ

ＧＴ銀行の私募投信「ＩＴＶ」に１０１億円が送金された。ＱＰに送金された資

金の一部がＧＣＮＶに入金されてＩＴＸのＥＢと株式の購入に、ＩＴＶに送金

された１０１億円はＩＴＸ株９３２３株の購入に充てられた。 

ＧＩＭ－Ｏの組成が遅れたため、予定を変更してＧＣＮＶの資金を簿外に流

す事態が出来し、結果的にＧＩＭ－Ｏの資金が余剰になった。このためオリンパ

スは、余剰になっていたＧＩＭ－Ｏの資金をＩＴＸ株の購入に充てることにな

ったのだ。 

 

【ＩＴＸ株購入に関する検察の誤認】 

検察は「ＩＴＸの株式を簿外ファンドで引き受けた目的は、将来値上がり益が

得られればこれを簿外損失の解消に充てることで、ＩＴＸ株を購入したＩＴＶ

という簿外ファンドはそのために設立された」と主張、裁判所もこれを認定して

いるが、明らかに誤りである。 

群栄との民事裁判の証人尋問で、山田氏は「ＩＴＸ株はオリンパスが新規事業

に進出する目的で購入したもので、簿外損失の解消目的で購入したのではない」

と証言しているし、森氏も公判の証人尋問で同様の証言をしており、同氏のヒア

リング資料にも同様の記載がある。 

オリンパスが簿外ファンド（正確にはＬＧＴ銀行の私募投信）のＩＴＶでＩＴ

Ｘ株を購入したのには理由がある。日商岩井にはＩＴＸ株１５０億円分を購入

する約束をしていたが、オリンパスの取締役会では 50億円の出資しか承認され

なかった。オリンパスの取締役会に隠れて、残る１００億円分のＩＴＸ株を購入

するには簿外を利用するしかなく、山田氏らは簿外ファンドのＩＴＶを組成し

て１００億円分のＩＴＸ株式を購入したのである。 

私は山田氏らから「ＩＴＶというファンドを作り、そこで１００億円のＩＴＸ

株を購入する」としか聞かされていない。ＩＴＶが簿外ファンドであることは事

件発覚まで知らされなかった。実際にＮｅｏから１００億円（正確には諸経費分

を含めて１０１億円）をＩＴＶに振り込んだのは山田氏らで、これは公判で同氏

が自ら証言している。 

山田氏は群栄との民事裁判で「簿外損失を解消するために、簿外ファンドでＩ

ＴＸを購入したわけではない。簿外の利益でなければ簿外損失が消せないとい
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うことはない」と証言している。ＬＧＴ銀行のファンドのＩＴＶでＩＴＸ株を購

入したのも、日商岩井を安心させるためだったのだろう。 

 

【ＩＴＸ株購入に関するオリンパスとの民事裁判の誤認】 

オリンパスとの民事裁判の２審判決は、ＩＴＸ株をＩＴＶで購入した点につ

いて以下のように認定している。 

「ＩＴＸ株購入に充てられた金額は、オリンパス及びＯＡＭが出資した額の３

分の１にも満たず、それもＩＴＶというファンドでＩＴＸ株を引き受け、将来キ

ャピタルゲインが得られれば、これをオリンパスの簿外損失に充てることにし

たというにすぎない。いずれにしてもＧＩＭ－Ｏもまた、そこに投じた金額の多

くが新規事業への投資として運用されておらず、本来の目的とは相違していた」 

この認定は大きな誤りである。ＧＩＭ－Ｏは新規事業への投資を目的に設立

されたファンドではない。裁判所はＧＶＮＶとＧＩＭ－Ｏを混同している。「キ

ャピタルゲインが得られれば～」との部分も、検察の主張と同様に誤りである。 

 

【ＩＴＸ株購入に関する群栄との民事裁判の誤認】 

群栄との民事裁判の１審判決は、ＩＴＸ株をＩＴＶで購入した点について以

下のように認定している。 

「ＮｅｏからＩＴＶに出資金として１０１億円が送金され、ＩＴＸ株の購入に

充てられたほかは、ＱＰに債券購入代金として１９４億円が送金され、ＱＰはそ

の資金を用いて特金等において貸し付けていた国債等を買い戻し、オリンパス

及びＯＡＭに返還するなどしたもので、ＩＴＸの株式購入に充てられた額は、オ

リンパス及びＯＡＭが出資した額の３分の１にも満たなかった。そして、ＩＴＸ

の株式を簿外ファンドで引き受けた理由も、将来値上がり益が得られれば、これ

を簿外損失の解消に充てることにしたというにすぎず、ＧＩＭ－Ｏについても、

そこに投じた金額の多くが新規事業への投資として運用されておらず、ＧＩＭ

－Ｏに対する出資は、新規事業への投資という本来の目的とは相違していたも

のといわざるを得ない」 

これもオリンパスとの民事裁判の２審判決と全く同じ誤りを犯している。Ｇ

ＩＭ－Ｏは新規事業投資を目的に設立されたファンドではない。こちらの裁判

官もＧＶＮＶとＧＩＭ－Ｏを混同している。判決を書いた裁判官は、オリンパス

との民事裁判の２審判決を丸写ししたとしか思えない。まさに問題外だ。 

 

13、ＧＩＭ－Ｏ（私募投信）の組成理由 

項目 11で述べた通り、山田氏らはＬＧＴ銀行のハインツ・ニップ頭取から勧

められた公募投信「ＧＩＭ」を４００億円購入し、それを担保にＣＦＣに簿外融
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資を受ける計画を立て、00 年１月の取締役会でＧＩＭ４００億円の購入を承認

されていた。たが、当初はＧＩＭを担保にした融資を承諾していたＬＧＴ銀行が、

00年２月 28日になって突然、ＧＩＭの販売を断ってきた。 

オリンパスの実情を認識していたＬＧＴ銀行は、ＣＦＣへの融資をＧＩＭ担

保から預金担保に切り替えることを想定していたのだろうが、オリンパスは 00

年１月の取締役会で、銀行預金に７００億円の上限額を設定しており、預金を増

やすことができなかった。「預金担保融資への切り替えは不可能」と知らされた

フィリップ公子は、アジア担当のゲアハルト・ウォルチ取締役と法務担当のウル

フ・ゲーブラー取締役に、オリンパスのニーズを満たす方法を考えるよう指示し

た。のちにウォルチ取締役自身がリヒテンシュタイン公国の裁判所で、２人に指

示したのはフィリップ公子だったことを明らかにしている。 

そこでこの２人が考えついたのが、オリンパスの取締役会が承認していた公

募投信のＧＩＭに酷似した私募投信を組成する手法だった。00 年３月 15 日、

「ＰＳ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔａｂｌｅ  Ｍａｒｋｅｔｓ（ＧＩＭ）」の後

ろにオリンパスの「Ｏ」を付加した「ＰＳ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔａｂｌｅ  

Ｍａｒｋｅｔｓ－Ｏ（ＧＩＭ－Ｏ）」という名称の私募投信が組成され、同月 21

日にオリンパスと子会社のＯＡＭから合計３５０億円が入金されて、その資金

が簿外に直接流された。これがＧＩＭ－Ｏ組成の理由と経緯である。 

 

【ＧＩＭ－Ｏに関する群栄との民事裁判の誤認】 

  前述した通り、群栄との民事裁判の１審判決が「ＧＩＭ－Ｏについても、そこ

に投じた金額の多くが新規事業への投資として運用されておらず、ＧＩＭ－Ｏ

に対する出資は、新規事業への投資という本来の目的とは相違していたものと

いわざるを得ない」と認定しているのは大きな誤りだ。ＧＩＭ－Ｏは新規事業投

資を目的に作られたファンドではない。 オリンパスの取締役会が承認したＧＩ

Ｍは「運用利回り目的で購入する、ＬＧＴ銀行の公募投信」で、新規事業投資と

は全く関係がない。また、ＧＩＭがＧＩＭ－Ｏに切り替わった事実について、山

田氏らはオリンパス社内で一切説明していない。 

 

14、ＴｅａｏとＮｅｏの役割 

フィリップ公子の指示を受けたウォルチ取締役とゲーブラー取締役がオリン

パスに提案したのが、私募投信「ＧＩＭ－Ｏ」を組成し、その運用資金を簿外に

直接流す手法だった。 

提案を受けたオリンパスは、ＧＩＭ－Ｏの評価をオーバーパー（額面以上）に

保つよう要求。ＧＩＭ－Ｏの監査を依頼する大手会計事務所「プライスウォータ

ーハウス・クーパース（ＰｗＣ）」にウォルチ氏が相談したところ、「私募債なら
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簿価評価で構わない」との“お墨付き”を得た。 

そこでウォルチ取締役らはまず、オリンパスに簿外ＳＰＣ「Ｔｅａｏ」を用意

させ、Ｔｅａｏが発行する私募債をＧＩＭ－Ｏが購入した。 

だがこのスキームを実行するには、運用会社に定められた運用規則をクリア

する必要があった。純投資運用（利回り目的の運用）の場合、運用を委託された

運用会社には、①投資適格な有価証券に投資しなければならない、②特定の有価

証券に集中投資してはならない（分散投資義務）――などとする規則が課せられ

ている。このルールを守らなければ監督官庁から厳しい行政処分を受け、損失が

発生した場合は顧客から損害賠償を求められる。 

資産を持たないペーパーカンパニーのＴｅａｏが発行する私募債は投資不適

格債で、しかもＧＩＭ－Ｏは資産の 88・57％に当たる３１０億円をこの債券に

投資する。並大抵のやり方では運用規制をクリアできず、オリンパスの窮状も救

えそうになかった。 

ちなみに日本の場合、同一発行体（同一銘柄）に対する投資の上限は株式、債

券、オプションともに運用資金の 10％と定められており、それらを一緒に購入

する場合は合計 20％とされている。 

さて、何としても運用規制をクリアする必要に迫られたウォルチ取締役とゲ

ーブラー取締役は、ある奇抜なスキームを思いついた。ＧＩＭ－ＯのＴｅａｏ債

への集中投資を、運用規則に縛られない政策投資に見せ掛けたのである。 

Ｍ＆Ａファンドは買収する企業の株式に集中投資することができる。政策投

資ファンドの場合、純投資ファンドのような規制の対象外で、どのような有価証

券に集中投資しても構わない。そこでウォルチ取締役らは、ＧＩＭ－Ｏを政策投

資ファンドに見せ掛けようと考えた。オリンパス社内ではＧＩＭ－Ｏは公募投

信と認識されていたため、これはあくまでもＬＧＴ銀行内部とスイスの金融当

局に対する名目作りである。 

そのためにＬＧＴ銀行は、オリンパスに簿外ファンド「Ｎｅｏ」を組成させ、

ＧＣＩケイマンをＮｅｏのＧＰに据えた。ＧＣＩケイマンはオリンパスの取締

役会が承認した政策投資ファンド「ＧＣＮＶ」のＧＰになっていたので、そのＧ

ＣＩケイマンをＮｅｏのＧＰに据えれば、Ｎｅｏもオリンパスが承認した政策

投資ファンドと見せかけられる。当然、Ｎｅｏへの投資も政策投資となり、政策

ファンドとしてのＧＩＭ－Ｏに整合性ができる。 

 では何故、ＧＩＭ－ＯはＮｅｏに直接投資しなかったのか。それは、未公開株

式に投資するＮｅｏの価格変動リスクが極めて大きかったため、ＧＩＭ－Ｏの

評価をオーバーパーにしておくことが困難になるからである。そこでＴｅａｏ

をＮｅｏのＬＰ（出資者）の立場に据えて、Ｔｅａｏに私募債を発行させた。Ｔ

ｅａｏ債はＰｗＣが簿価評価を容認した私募債であり、Ｔｅａｏ債は常に簿価
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で評価される。勿論、Ｔｅａｏへの投資は政策投資と見做され、集中投資が認め

られる。 

つまりＧＩＭ－Ｏ➡Ｔｅａｏ➡Ｎｅｏという一見不可解なスキームは、ＬＧ

Ｔ銀行内部のコンプライアンス対策と、監督官庁に対する名目作りを兼ねた一

石二鳥の苦肉の策だった。ＧＣＩケイマンにＮｅｏのＧＰを依頼して来たのは、

ＬＧＴ銀行の指示を受けた山田氏だが、「ＴｅａｏでＮｅｏを隠す」などと荒唐

無稽な証言（後述）を行っている同氏が、Ｎｅｏの役割を正しく理解していたと

は、とても考えられない。検察と裁判所はもちろん理解していない。 

 

私と小野は 00年３月９日、山田氏、森氏、中塚氏、京相氏からオリンパス本

社に呼び出され、ＧＣＮＶとは別の投資事業組合の運用を依頼された。そこには

ＬＧＴ銀行の臼井氏が同席していた可能性が高い。その時、われわれが山田氏か

ら説明された内容は次の通りだ。 

➀ オリンパスは病院経営を学ぶために病院の買収を視野に入れているが、オリ 

ンパスの病院買収が公になると、内視鏡の顧客になっている他の病院からラ 

イバル視され、内視鏡ビジネスに支障を来す恐れがある 

② オリンパスの社名を公表せずに実施したい病院などの買収は、オリンパス本 

体や有価証券報告書に記載されるＧＣＮＶでは行えないので、ファンドから

資金を出して投資事業組合を組成し、そこからの買収にしたい 

⑤ ファンドの価格評価には問題があるので、ファンドから投資事業組合に資金

を流す際は債券投資の形を取る 

⑥ そのためにオリンパスが会社を設立し、そこが発行する社債をファンドが購

入して、この会社が投資事業組合の出資者になる 

⑦ 投資事業組合と子会社は英領ケイマン諸島に設立したい 

⑧ 病院などの買収はオリンパスが指示する 

 

山田氏が「ファンド」と表現しているのがＧＩＭ－Ｏ、「投資事業組合」がＮ

ｅｏ、「投資事業組合の出資者」がＴｅａｏに当たる。 

ＮｅｏとＴｅａｏの名称は、この会合で「何か適当な名称はないか」と尋ねら

れた私が思いつきで命名した。英領ケイマン諸島の法律事務所に別件で出張し

ている羽田がこの日の会合に出席できないことは、山田氏から電話をもらった

時に伝えていた。だから、山田氏から「羽田がケイマンに行っているのなら、Ｇ

ＣＩが利用している法律事務所『メープル＆カルダー』を羽田に紹介してもらい

たい」と依頼され、現地の羽田に連絡してオリンパスに同事務所を紹介させた。 

ＮｅｏとＴｅａｏを簿外に設立する意向など、私は山田氏からただの一言も

聞かされていない。ＮｅｏとＴｅａｏが簿外の存在であることは事件発覚後、私
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が東京地検特捜部の吉開多一検事から事情聴取を受けた際に初めて聞かされた。 

 また、ＧＩＭ－Ｏについても、この時の私はファンドとしか聞かされておらず、

もともとはＧＩＭという名称だったファンドが、前述した経緯でＧＩＭ－Ｏに

変更されたことも聞かされていなかった。00年３月 21日にオリンパスがＧＩＭ

－Ｏを購入した数日後、私は臼井氏の指示で、ＧＩＭ－ＯがＴｅａｏ債３１０億

円を購入するよう助言した書面に署名しているが、この際もＧＩＭ－Ｏという

名称は確認していない。臼井氏からは書面に署名するよう何度か指示されたが、

英語が苦手な私は同氏に内容を尋ねないまま署名していた。 

 ＧＩＭ－Ｏは当初購入予定のＧＩＭの名称のまま、オリンパスの有価証券報

告書に記載されている。いずれにしても私は公表ベースのファンドと認識して

いたので、そのスキーム内にあるＮｅｏが簿外ファンドであることを認識でき

なかった。もちろん、ＩＴＸ株購入のために組成されたＩＴＶも簿外ファンドと

は認識していなかった。 

 さらに私は「オリンパスの社名を公表せずに実施したい病院などの買収は、オ

リンパス本体や有価証券報告書に記載されるＧＣＮＶでは行えないので、ファ

ンドから資金を出して投資事業組合を組成し、そこから買収したい」とする山田

氏の説明を露ほども疑っていなかった。買収の事実を隠すのは内視鏡の顧客に

対してで、オリンパスの取締役会に対してではない。われわれはＮｅｏで病院な

どを買収する際は、取締役会が決議するものと考えていたので、オリンパスの取

締役会や監査法人は当然、Ｎｅｏの存在を把握しているものと信じて疑わなか

った。 

 

【あり得ないＴｅａｏのブラインド効果】 

山田氏は公判で唐突に「（簿外のＱＰに送金している）Ｎｅｏの存在を隠すた

め、ＳＰＣのＴｅａｏを監査法人に見せる目的で、ＧＩＭ－ＯとＮｅｏの間に入

れた。狙いはＴｅａｏによるブラインド効果で、このスキームはＧＣＩの提案だ

った」と証言した。検察はこの証言を信頼性が高いと主張して、１審判決もこれ

を認め、「Ｎｅｏを隠すためにＧＣＩがＧＩＭ－Ｏのスキームを構築した」と認

定した。 

だが前述した通り、Ｔｅａｏは簿外のＳＰＣだ。ＬＧＴ銀行の関係者とオリン

パスの山田氏らを除けば誰からも見えない存在で、そのＴｅａｏでＮｅｏを隠

すことは不可能。常識的な判断力があれば簡単に理解できる話だが、群栄との民

事裁判で森氏が証言するまで、山田氏のこの証言は正しいとされてきた。森氏は

群栄との民事裁判で以下のように述べている。 

「オリンパス社内では『ＧＩＭ－ＯはＬＧＴ銀行の公募投信』と説明されていた

ので、私募投信のＧＩＭ－Ｏを公募投信のＧＩＭと装わなければならなかった。
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投資不適格なＴｅａｏ債に３３０億円も集中投資している事実が発覚すれば当

然、ＧＩＭ－Ｏが公募投信ではないことが発覚し、簿外損失の存在まで露見する。

そこでＴｅａｏ債を記載しない 06 年 12 月と 07 年 12 月のＧＩＭ－Ｏの運用報

告書（Ｒｅｐｏｒｔ Ｃｌａｓｓ Ｆｕｎｄ）をＬＧＴ銀行に作らせた」 

この捏造報告書は事件発覚後、あずさ監査法人からオリンパスの第三者委員

会に提出されたが、Ｔｅａｏ債への投資は一切記載されていない。あずさ監査法

人は「この（捏造）運用報告書でＧＩＭ－Ｏが公募投信と騙された」と主張して

いる。ちなみに 00 年から 05 年のＧＩＭ－Ｏの運用報告書がオリンパスに交付

されていないことについて（08年はＧＩＭ－Ｏ自体が解散している）、第三者委

員会は「ＬＧＴ銀行はプライベートバンクだから仕方がない」としている。 

オリンパスが同監査法人に提出したＧＩＭの運用報告書には、06 年 12月には

運用資産の 87・１％、07年 12月には運用資産の 80・４％を投資適格債 27本に

投資していると記載されている。実際にはこの時点でＧＩＭ－Ｏが保有するＴ

ｅａｏ債は３３０億円と、運用資産３５０億円の 94・３％に達しており、Ｔｅ

ａｏ債購入の事実は完全に隠蔽されている。 

山田氏らはＧＩＭ－Ｏの運用報告書をＬＧＴ銀行側に捏造させてまで、Ｔｅ

ａｏ債への集中投資の事実をひた隠しにした。簿外ＳＰＣのＴｅａｏは最初か

ら隠された存在で、取締役会や監査法人の目に触れる機会はなかった。山田氏が

主張する「ＴｅａｏのＮｅｏに対するブラインド効果」、つまり「Ｔｅａｏの存

在でＮｅｏを隠すスキーム」など、あろうはずがない。 

 

【ＴｅａｏとＮｅｏの組成に関する検察の主張と公判判決の誤認】 

検察の主張と公判の判決は、00 年３月上旬に英領ケイマン諸島出張中だった

羽田がＴｅａｏとＮｅｏを組成したと認定しているが、同諸島の法律事務所「メ

ープル＆カルダー」にＴｅａｏとＮｅｏの組成を依頼したのはオリンパスで、羽

田ではない。以下に当時の経緯を正確に記す。 

00 年３月９日の夕方、オリンパス財務部に呼び出された私と小野は、山田氏

から「ＧＣＮＶとは別の投資事業組合を作るので、改めてＧＰを委託したい。投

資事業組合（のちのＮｅｏ）と、そのリミテッドパートナー（出資者）になるＳ

ＰＣ（のちのＴｅａｏ）を組成する必要がある」と告げられた（38～39Ｐ.参照）。 

そこで私は同諸島に出張中の羽田を携帯電話で呼び出した。私はメープル＆

カルダーの弁護士と昼食を摂っていた羽田に、山田氏らから依頼された新しい

投資事業組合（のちのＮｅｏ）の概略を説明し、同席の弁護士をオリンパスに紹

介させた。その後、オリンパスとメープル＆カルダーは同日夜、連絡を取り合っ

てＴｅａｏとＮｅｏを組成した。 

ＴｅａｏとＮｅｏの組成を依頼したのがオリンパスだったことは、メープル
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＆カルダーの書面の左下に記載されている顧客コードで確認できる。 

 

Ⓐ ＧＣＮＶの組成契約書、Ｎｅｏの解約書面            ２７５２５０ 

Ⓑ ＧＣＩケイマンの設立書面             ２７５２５１ 

Ⓒ Ｔｅａｏの設立書面                ２７５５６６ 

Ⓓ Ｎｅｏの契約書、Ｎｅｏの成功報酬変更（ドラフト） ２７５５６７ 

 

これを見るとＧＣＩケイマンの設立をメープル&カルダーに依頼したのはＧ

ＣＩで、ＧＣＮＶの組成はＧＰに就任するＧＣＩケイマンが依頼している。ただ、

同時に依頼したため、ＧＣＩの顧客コード（２７５２５１）とＧＣＩケイマンの

顧客コード（２７５２５０）の順番が逆になっている。 

仮に羽田が自らＴｅａｏとＮｅｏの組成を依頼していれば、ⒸとⒹも２７５

２５０か２７５２５１になっているはずだが、そうはなっていない。２７５５６

６がＴｅａｏの設立を依頼したオリンパスの顧客コードで、２７５５６７がＮ

ｅｏの組成を依頼したＴｅａｏの顧客コードである。 

  山田氏らはＮｅｏ、Ｔｅａｏ、ＩＴＶ、ＱＰ、ＣＦＣなど、簿外のＳＰＣやフ

ァンドを自ら設立・組成し、これらの銀行口座をＬＧＴ銀行に開設する際には、

株主を記載した書面を提出している。だがＧＣＩにはＴｅａｏ、ＱＰ、ＣＦＣの

株主は伝えてられていない。 

 

【ＴｅａｏとＮｅｏの組成に関するオリンパスとの民事裁判の誤認】 

ＴｅａｏとＮｅｏの組成に関して、オリンパスの民事裁判の２審判決は、以下

のように認定している。 

「山田らは平成 12（00）年３月、ケイマン諸島にＴｅａｏ、Ｎｅｏを組成し、

オリンパスがＧＩＭ－Ｏに出資した資金をＴｅａｏ、Ｎｅｏを介してＱＰに供

給することを決めたところ、同月８日から 12日までケイマン諸島に出張してい

た羽田は、現地の弁護士事務所に依頼してＴｅａｏ及びＮｅｏの組成手続きを

行い、同月 10 日付でＴｅａｏ、同月 15 日付でＮｅｏが組成されたこと、同月

23 日にＮｅｏから１０１億円が出資されてＩＴＶが組成されたことが認められ

る」 

判決は羽田が現地の弁護士事務所に依頼し、ＴｅａｏとＮｅｏの組成手続き

を行ったと認定しているが、公判と同じ理由で誤りである。 

 

【同案件に関する群栄との民事裁判の誤認】 

ＴｅａｏとＮｅｏの組成について、群栄との民事裁判の１審判決は、以下の通

り認定している。 
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「ちょうどその頃、羽田がＧＣ社の用務でケイマン諸島に出張していたことか

ら、横尾は直ちに連絡を取り、羽田に対して上記の設立・登録手続を依頼した。

羽田は現地の弁護士事務所に依頼して、特別目的会社ＴＥＡＯの設立手続きと

特例有限責任組合Ｎｅｏの登録手続をし、ＴＥＡＯが同月 10 日付で設立され、

Ｎｅｏが同月 15日付で登録された」 

この認定も公判と同じ理由から誤りである。 

 

15、ＬＧＴ－ＮＩの役割 

ＬＧＴ銀行内部ではＴｅａｏ債投資を政策投資に見せ掛け、ＧＩＭ－Ｏをオ

リンパスの政策投資ファンドにしておく必要があった。その一方、オリンパスの

取締役会に対しては、ＧＩＭ－ＯをＬＧＴ銀行の公募投信（ＧＩＭ）と偽らなけ

ればならなかった。ＧＩＭ－Ｏの運用報告書をオリンパスに交付すれば当然、投

資不適格なＴｅａｏ債に集中投資していることが社内に露見し、公募投信でな

いことが分かってしまう。 

Ｔｅａｏ債を簿価評価して、ＧＩＭ－Ｏの評価をオーバーパーにしておくだ

けでは問題は解決しない。そこでＧＩＭ－Ｏの運用報告書をオリンパスに交付

させないことが必要になった。 

公募投信の場合、運用報告書の交付は各国の法律で定められ、投資家から求め

られた場合、私募投信でも運用報告書の交付が義務付けられている。実情を知ら

ないオリンパスの役員（社員）からＧＩＭ－Ｏの運用報告書を要求された場合、

ＬＧＴ銀行はそれに応じなければ行政処分を受ける。 

第三者委員会報告書を見ると、ＬＧＴ銀行はＧＩＭ－Ｏの運用報告書の交付

を拒み続け、さらに 06 年と 07 年には、捏造したＧＩＭ－Ｏの運用報告書を交

付した（群栄との民事裁判で森氏が証言）。それがスイス連邦の監督官庁に露見

すれば、ＬＧＴ銀行は行政処分を受けて営業権を剥奪されかねない。そうしたリ

スクを犯してまでオリンパスの要求を呑み続けたＬＧＴ銀行は、「ＬＧＴ－ＮＩ」

というＳＰＣを使い、プライベートバンクならではの奇想天外なリスク回避策

を採用した。 

「ＬＧＴ Ｇｕｒｏｕｐ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ（ＬＧＴグループ財団）」は 00年

６月１日にＬＧＴ－ＮＩを設立して、議決権のないＬＧＴ－ＮＩの参加株式を

オリンパスに渡し、オリンパスが保有するＧＩＭ－ＯとＩＴＶの参加株式（議決

権あり）をＬＧＴ－ＮＩに譲渡させている。議決権のあるＬＧＴ－ＮＩの株式は

ＬＧＴグループ財団が所有した。 

このことは毎年オリンパスに送られていた、ＬＧＴ－ＮＩの年次報告書で確

認できるが、これはオリンパス社内で公表されていない。そこにはＧＩＭ－Ｏと

ＩＴＶが「ＬＧＴ－ＮＩの資産」と記載されており、ＬＧＴ－ＮＩの純資産価額
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は、ＧＩＭ－Ｏの純資産価額とＩＴＶの純資産価額の合算数値と一致している

（添付資料１）。 

要するにＧＩＭ－Ｏの所有権をＬＧＴ－ＮＩに移すことにより、オリンパス

へのＧＩＭ－Ｏの運用報告書の交付義務を消滅させたのである。ＬＧＴ銀行が

06年と 07年に、ＧＩＭ－Ｏの運用報告書を平然と捏造できたのも、オリンパス

がＧＩＭ－Ｏを所有していなかったからこそ可能だったのだ。 

山田氏らがどうしても隠蔽したかったのはＴｅａｏの存在と、ＧＩＭ－Ｏが

行っていたＴｅａｏ債への集中投資である。そのため正式なＧＩＭ－Ｏの運用

報告書はオリンパスに１通も交付されず、森氏の証言の通り、Ｔｅａｏ債の存在

を隠蔽した虚偽内容の運用報告書をＬＧＴ銀行に作成させて、監査法人に提出

した。それを可能にしたＬＧＴ－ＮＩこそ、ＧＩＭ－Ｏのスキームの真の主役な

のだ。 

ＬＧＴ－ＮＩの役割を理解できなければ、オリンパス事件の真相解明は不可

能だ。検察と裁判所はＬＧＴ－ＮＩをＧＩＭ－Ｏの運用者と誤認したが、ＧＩＭ

－Ｏの運用者はＬＧＴ銀行ケイマン（当初はＬＧＴ－ＰＭ）で、ＬＧＴ－ＮＩは

ＧＩＭ－ＯとＩＴＶを保有するだけのＳＰＣだった。 

あずさ監査法人は第三者委員会に対し、「いくらＬＧＴ銀行に要求しても、Ｇ

ＩＭ－Ｏの運用報告書は交付してくれなかった」と話しているが、第三者委員会

は「ＬＧＴ銀行はプライベートバンクだから致し方ない」と回答している。だが、

よほどの未開発国でもない限り、公募投信には運用報告書の交付義務が定めら

れており、そうした基本知識を持たない監査法人は存在しない。オリンパスの実

情を把握していた監査法人が、運用報告書を要求しなかっただけなのだ。それに

第三者委員会のメンバーにも会計士は含まれていたし、公募投信の運用報告書

交付義務が法律で定められている以上、そのことを第三者委員会の弁護士が承

知していなかったはずがない。これを容認した検察と裁判所の責任はもちろん

重い。 

では 05年 12月まで運用報告書を交付していなかったＬＧＴ銀行が、06年 12

月と 07 年 12 月に捏造した運用報告書を提出することになったのはなぜか。そ

れは06年３月にＱＰのＮｏｔｅを解消する理由と同一なので、50ページの「18、

新事業３社株の売買」の項で詳しく説明する。 

 

16、ＬＧＴ銀行の書面 

オリンパスのＧＩＭ購入と、ＧＩＭ担保の簿外融資を土壇場でャンセルした

ＬＧＴ銀行は、その代替案としてＧＩＭ－Ｏのスキームを提案し、これによって

資金を簿外に流すことになった。 

だが、このスキームにはオリンパスの実情を知らないＧＣＩケイマンが介在
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している。そこでＬＧＴ銀行はオリンパスの簿外損失の存在をＧＣＩケイマン

に悟らせないため、さらには自らのリスクを回避する目的で、いくつもの書面を

捏造し、ＬＧＩ銀行の臼井氏は私の署名を偽筆している。 

 

ａ．ＧＩＭ－ＯのＲｅｇｕｌａｔｉｏｎ（約款） 日付未記載 

  ＝ＬＧＴ銀行本店の捏造文書 

この約款には「ＧＣＩはＧＩＭ－Ｏのアドバイザー」と記載されている。 

公判での臼井氏の証言によると、日本の顧客がＬＧＴ銀行で私募投信を組成

する際は、臼井氏が顧客の要望を聞き取ってＬＧＴ銀行本店に伝え、同本店がそ

の要望を盛り込んだ「約款」を作成することになっていた。その臼井氏が「ＧＩ

Ｍ－Ｏの約款に『ＧＣＩがアドバイザー』と記載されていたので、ＧＣＩがＧＩ

Ｍ－Ｏのアドバイザーになっていることを認識した」と証言している。 

顧客の要望を本店に伝えるはずの臼井氏が、本店が作ったＧＩＭ－Ｏの約款

を見て初めてＧＣＩがアドバイザーと認識しているのだから、「ＧＣＩがＧＩＭ

－Ｏのアドバイザー」との記載はオリンパスの要望に基づくものではなかった

ことになる。この一文が記載された理由はＬＧＴ銀行本店の都合以外に考えら

れない。  

ＧＣＩとＧＩＭ－Ｏとのアドバイザー契約書はもちろん存在しない。 

 

ｂ．ＧＩＭ－ＯのＷａｉｖｅｒ（免責書面） 00 年３月 17 日付  

＝ＬＧＴ銀行本店の捏造文書 

この文書には「ＧＣＩはＬＧＴ銀行のアドバイザー」と記載され、さらに「Ｇ

ＣＩはＬＧＴ銀行のアドバイザーとして行動し、ＬＧＴ銀行はＧＣＩによるあ

らゆるアドバイスを遵守し、執行する。ＧＣＩがアドバイスし、ＬＧＴ銀行が執

行する注文は、ＬＧＴ－ＰＭとＬＧＴ銀行との間の投資運用契約に基づき、銀行

の活動とはみなされない。従ってＬＧＴ銀行は一切の損害について責任を負わ

ず、投資家は上記の投資運用契約に基づく、ＬＧＴ銀行に対する一切の請求を放

棄する」と記載されている。 

この文書はオリンパス向けとオリンパス・アセット・マネージメント（ＯＡＭ）

向けの２通作成され、オリンパスの書面には中塚氏、オリンパス・アセット・マ

ネージメントの書面には山田氏が署名している。この書面が、実情を承知してい

ないオリンパスの取締役会から提訴されるリスクを回避する目的で作成された

ことは明らかだ。 

また、「ＬＧＴ－ＰＭとＬＧＴ銀行の間の投資運用契約に基づき」という記載

から分かる通り、この時点でのＧＩＭ－Ｏの運用者はＬＧＴ－ＰＭである。 

これももちろん、ＧＣＩとＬＧＴ銀行とのアドバイザー契約書は実在しない。 
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ｃ．ＧＩＭ－ＯのＷａｉｖｅｒ（免責書面） 01 年４月 20 日付 

＝ＬＧＴ銀行本店の捏造文書 

この文書には「ＧＣＩはＬＧＴ－ＮＩのアドバイザー」と記載され、さらに「Ｇ

ＣＩはＬＧＴ－ＮＩのアドバイザーとして行動し、ＬＧＴ－ＮＩはＧＣＩから

のアドバイスを検証せず遵守及び執行する。ＧＣＩがアドバイスし、ＬＧＴ－Ｎ

Ｉが執行する注文は、ＬＧＴ－ＮＩの活動とはみなされない。従って、ＬＧＴ銀

行は一切の損害について責任を負わず、投資家は上記の投資運用契約に基づく

ＬＧＴ銀行に対する一切の請求を放棄する」とされている。オリンパス側は山田

氏が署名している。 

前記２つのケースと同様、ＧＣＩとＬＧＴ－ＮＩとのアドバイザー契約書は

実在しない。 

【３つの書面に関する臼井氏、京相氏、ウォルチ氏の証言】 

臼井氏と京相氏は公判で「ＧＩＭ－Ｏへの指示はすべて、オリンパスからＬＧ

Ｔ銀行に出されており、ＧＣＩからのアドバイスや送金指示はなかった」と、ウ

ェーバーの記載内容とはまるで異なる証言をしている。ＧＩＭ－Ｏは 00年３月

24日に円建て債を 30銘柄購入しているが、臼井氏は「オリンパスの京相氏から

指示がきたので、パリバ証券のシラトという女性に買い注文を出した。銘柄は京

相氏が選定した」と証言している。ＧＣＩからの指示ではない。 

さらに臼井氏は「ＧＩＭ－Ｏの時価や状況に関する問い合わせは、ＧＣＩから

は一切なかった」とまで証言している。こうした証言は、ＧＣＩがＧＩＭ－Ｏの

アドバイザーなどではなかったことの証明となっている。 

ＧＣＩとＬＧＴ銀行とのアドバイザー契約書は実在しておらず、アドバイザ

リーフィーも払われていない。インターミディアリー契約は単に顧客の紹介料

を取り決めただけの文書で、アドバイザリーフィーとは無関係である。 

ＬＧＴ銀行側がＧＩＭ－Ｏの約款に「ＧＣＩがアドバイザー」と記載したのは、

その必要性がＬＧＴ銀行側にあったからだ。ＬＧＴ銀行のアジア担当取締役だ

ったウォルチ氏は、リヒテンシュタイン公国の裁判所で「ＬＧＴ銀行は自らのリ

スクヘッジを目的で、ＧＣＩを（約款上で）ＧＩＭ－Ｏのアドバイザーにして、

オリンパスにウェーバーの署名をさせた」と証言している。 

 

【Ｗａｉｖｅｒの目的】 

Ｔｅａｏ債への集中投資に対するリスクヘッジの書面になっている。 

私募投信のＧＩＭ－Ｏを組成して、その運用資金を簿外に流すスキームは、Ｇ

ＩＭを担保にした簿外融資を断ったＬＧＴ銀行がオリンパスに提案した。オリ

ンパスの取締役会が承認しているのは公募投信のＧＩＭで、私募投信のＧＩＭ
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－Ｏではないことは、ＬＧＴ銀行も十分に認識していた。 

ＧＩＭ－Ｏが投資不適格なＴｅａｏ債に集中投資している事実をオリンパス

の取締役会が知り、ＧＩＭ－ＯがＬＧＴ銀行の提案であることが露見した場合、

多額の賠償金を請求される。そこでＬＧＴ銀行は「ＧＩＭ－ＯはすべてＧＣＩの

アドバイスの下で運用されており、ＬＧＴ銀行には運用責任がない」とする書面

を作成し、それを山田氏らに承諾・署名させて自らの責任回避を図った。 

 

ｄ．サブ投資運用契約書 03 年４月１日付 

＝臼井氏の捏造文書 

ＧＩＭ－ＯとＩＴＶの運用会社だった「ＬＧＴ銀行ケイマン」（ＬＧＴ－ＮＩ

設立に合わせてＬＧＴ－ＰＭから移行）とＧＣＩとの間で交わされた、「ＧＩＭ

－ＯとＩＴＶの運用をＧＣＩに委託する」という契約書。ＧＣＩ側は私自身が署

名している。 

私は臼井氏から「（ＬＧＴ銀行からＧＣＩに支払われている）インターミディ

アリーフィーを支払う会社が変更になるので、新たな契約書に署名がほしい」と

説明されてこの文書に署名しているが、ＬＧＴ銀行ケイマンからＧＩＭ－Ｏと

ＩＴＶの運用を委託される契約書とは聞かされていなかった。臼井氏も公判で

同じ内容を証言しており、英語が極端に苦手な私は臼井氏から虚偽の説明を受

け、同氏に言われるがまま署名させられていたことになる。 

 

ｅ．Ｐｏｗｅｒ ｏｆ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ（ＩＴＶ） 

02年９月 11日付＝臼井氏の捏造文書 

サブ投資運用契約で決まった内容をＬＧＴ銀行本店に伝える書面が「Ｐｏｗ

ｅｒ ｏｆ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ」だが、これは臼井氏が私の署名を偽

筆して捏造されたものだ。 

Ｐｏｗｅｒ ｏｆ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎは 02 年９月 11 日にＬＧＴ

銀行に提出されているにもかかわらず、その元となるサブ投資運用契約書の方

は未提出だった。その点をＬＧＴ銀行から指摘された臼井氏がＰｏｗｅｒ ｏｆ 

ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎを正当化するため、サブ投資運用契約書を用意

した。だから先に交わされているはずのサブ投資運用契約の日付の方が、Ｐｏｗ

ｅｒ ｏｆ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎの日付より半年以上も後になった。 

公判で弁護側から「ＧＩＭ－Ｏに関しても同じ書類はあるか」と尋ねられた臼

井氏は、「あると思います」と応えている。サブ投資運用契約書の内容がＧＩＭ

－ＯとＩＴＶになっているので、当然、ＧＩＭ－ＯのＰｏｗｅｒ ｏｆ ａｄｍｉ

ｎｉｓｔｒａｔｉｏｎも作成されている。 
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【Ｐｏｗｅｒ ｏｆ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎの目的】 

臼井氏が私の署名を偽筆して捏造したＰｏｗｅｒ ｏｆ ａｄｍｉｎｉｓｔｒ

ａｔｉｏｎの書面に記載された日付は「02 年９月 11日」になっている。これと

同じ日に、Ｔｅａｏは年利５．２７５％の高金利で香港上海銀行（ＨＳＢＣ）か

ら３ヵ月の融資を受け、Ｔｅａｏ債 15億円の償還金を支払っている。Ｔｅａｏ

債の償還はこの場合を除き、常に借換債の発行で対応しており（ＧＩＭ－Ｏ解散

時は除く）、この場合に限って銀行借り入れで償還している。02 年９月 11 日は

何らかの理由で借換債が発行できず、Ｔｅａｏは高利融資を受けなければ償還

できなかったことが分かる。 

ＧＩＭ－Ｏが 00 年３月に３１０億円、01 年９月に 15 億円のＴｅａｏ債を購

入した際は、アドバイザーに仕立てたＧＣＩに署名させることで、ＬＧＴ銀行内

部の承諾を取った。しかし、02 年９月の時点では銀行のコンプライアンスが強

化され、アドバイザーの署名では承諾が取れなくなったのだろう。ＧＩＭ－Ｏの

運用者としてＴｅａｏ債購入のリスクを恐れたＬＧＴ銀行ケイマンが、新たな

Ｔｅａｏ債の購入をストップしたと考えられる。 

ＣＦＣへの簿外融資を借り換える交渉が 03年に行われているが、この際には

ＣＦＣへの担保提供を取締役会で承認することが条件とされた。02 年９月頃に

は恐らく、ＬＧＴ銀行内のコンプライアンスが強化され、オリンパスに対する姿

勢にも変化が出てきたのだろう。 

Ｔｅａｏ債の借換債に関するトラブルで、オリンパスからプレッシャーを受

けた臼井氏は、ＬＧＴ銀行本店の承諾を得るため、ＧＣＩをＧＩＭ－ＯのＧＰ

（運用者）に祭り上げる必要があった。そこで同氏は、ＬＧＴ銀行に「ＧＣＩが

ＧＩＭ－Ｏの運用を引き受けた」と虚偽の報告をするため、窮余の策としてＰｏ

ｗｅｒ ｏｆ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎを捏造したのである。 

この文書は臼井氏がＬＧＴ銀行本店を偽るための方便で、ＬＧＴ銀行本店は、

ＧＣＩが運用を受託したと誤解したに違いない。だからこそ臼井氏は「偽筆が露

見していたらクビになっていた」と証言したと思われる。 

ＨＳＢＣの高利融資を返済する 02年 12 月 11日、臼井氏は私の署名を偽筆し

たＴｅａｏ債 20 億円の買付指示書を捏造し、ＧＩＭ－ＯにＴｅａｏ債 20 億円

を購入させた。そしてＴｅａｏに入って来た 20 億円で、ＨＳＢＣに 15 億円を

返済した。 

Ｔｅａｏ債 15 億円の償還日とＨＳＢＣからの借入日、それにＰｏｗｅｒ ｏ

ｆ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎの日付はすべて、02 年９月 11 日で一致して

いる。また、ＨＳＢＣへの返済日と、臼井氏が偽筆したＴｅａｏ債 20億円の買

付指示書の日付は 02 年 12月 11日で一致している。このことは「ＬＧＴ銀行本

店の承諾を得るため、ＧＣＩをＧＩＭ－ＯのＧＰに祭り上げる」という、Ｐｏｗ
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ｅｒ ｏｆ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎの目的を明確に示している。 

さらに 05 年３月の１５０億円と１６０億円のＴｅａｏ債（借換債）、08 年３

月の１５０億円のＴｅａｏ債（借換債）の買付指示書も、臼井氏が私の署名を偽

筆して捏造しているはずだ。 

 

【群栄との民事裁判の１審判決の誤認】 

  群栄との民事裁判の１審判決は、「オリンパスの実情を認識していたＧＣＩは

ＧＩＭ－Ｏのアドバイザーを請け負い、オリンパスに便宜を働いていた」と認定

している。 

ところが前述のＬＧＴ銀行と臼井氏の捏造文書の中では、ＧＣＩの立場は「Ｇ

ＩＭ－Ｏのアドバイザー➡ＬＧＴ銀行のアドバイザー➡ＬＧＴ－ＮＩのアドバ

イザー➡ＧＩＭ－ＯとＩＴＶのＧＰ」と変遷している。 

また、臼井氏の証言から分かる通り、「ＧＣＩがＧＩＭ－Ｏのアドバイザー」

との記載はオリンパス側の要請に基づくものではなかったことは明らかで、臼

井氏の証言や京相氏の証言の通り、ＧＣＩはアドバイザーとしての行動を取っ

ていない。ウォルチ氏も「ＧＣＩをＧＩＭ－Ｏのアドバイザーに仕立てたのは、

ＬＧＴ銀行のリスク回避のためだった」と供述している。 

前述した通り、ＧＣＩはＧＩＭ－Ｏとアドバイザー契約を交わしておらず、ア

ドバイザリーフィーももらっていない。 

 

【オリンパスとの民事裁判の２審判決の誤認】 

オリンパスとの民事裁判の２審判決は、ＧＩＭ－Ｏに対するＧＣＩケイマン

の立場について、次の通り認定している。 

「ＧＩＭ－Ｏの資金運用者とされたＬＧＴ（銀行）ケイマンが、ＧＣ社をアドバ

イザーとしていたことは前記認定事実の通りで、ＧＣ社が実質的にその運用に

関与しており、更にＮｅｏの業務執行組合員をＧＣＩケイマンが務めていたの

だから、ＧＣＮＶの場合と同様、その真の目的や、Ｔｅａｏから短期資金運用の

名目でＮｅｏへ移動した資金の用途について、横尾らが承知していたことが認

められる」 

これも群栄との民事裁判の１審判決の認定と同様、明らかな誤りである。 

 

【群栄との民事裁判の１審判決 書面に対する誤認】 

群栄との民事裁判の１審判決はＧＩＭ－Ｏ、ＬＧＴ－ＮＩに対するＧＣＩの

立場について、次の通り認定している。 

「ＧＣ社とＧＩＭ－Ｏの資金運用者であるＬＧＴ－ＮＩとの間では、平成 12（00）

年３月 17日付けウェーバー（Ｗａｉｖｅｒ＝免責書面）やＲｅｇｕｌａｔｉｏ



54 

 

ｎ（レギュレーション＝規則または約款）が作成された。上記ウェーバーにはＧ

ＩＭ－Ｏの運用に関して『本クラスファンドの規則に従い、ＬＧＴ銀行はＬＧＴ

－ＰＭの勘定及び名義において、ＩＴＶの規則に定められた投資方針に従って

投資し、ＧＣ社がＬＧＴ銀行のアドバイザーとして行動する。ＬＧＴ銀行はＧＣ

社のあらゆるアドバイスを遵守し、執行する』こと、これに対し、オリンパスは、

ＧＣ社が『アドバイス』し、ＬＧＴ銀行が執行する注文は、銀行の活動とはみな

されないこと、ＬＧＴ銀行が一切の損害を負わない旨の記載があり、規則にもＧ

Ｃ社がＬＧＴ銀行のアドバイザーとして行為することを前提とした記載がされ

ている」 

判決には「00年３月17日付のＧＩＭ－Ｏのウェーバーや約款（判決では規則）

は、ＧＣＩとＧＩＭ－Ｏの運用会社であるＬＧＴ－ＮＩとの間で作成された」と

記載されているが、ＬＧＴ－ＮＩの設立（登記）は同年６月１日で、00 年３月

17日の時点では、まだ存在していない。 

また、判決はＧＩＭ－Ｏの運用について「ＩＴＶの規則に定められた投資方針

に従って投資し、ＧＣ社がＬＧＴ銀行のアドバイザーとして行動する」と認定し

ているが、ＩＴＶの規則に則ってＧＩＭ－Ｏを運用することはあり得ない。 

さらに判決は前述の認定に基づいて、「これらの実情に、前記認定のとおり、

ＧＩＭ－Ｏの資金運用者とされたＬＧＴ－ＮＩはＧＣ社をアドバイザイーとし、

ＧＣ社が実質的にその運用に関与していたこと、ＧＣＩケイマンがＮｅｏの業

務執行組合員を務めていたことなどを併せみれば、横尾は、ＧＣＮＶの場合と同

様に、その真の目的やＴｅａｏから短期資金運用の目的でＮｅｏへ移動した資

金の用途について、これを承知していたものと推認することができる」と判断し

ている。 

だが、ＧＣＩはＧＩＭ－Ｏのアドバイザーではなく、ＬＧＴ－ＮＩはＧＩＭ－

ＯとＩＴＶを所有する投資会社で、ＧＩＭ－Ｏの運用会社ではない。00 年３月

１７日の時点でＧＩＭ－Ｏを運用していた会社はＬＧＴ－ＰＭで、その後はＬ

ＧＴ銀行ケイマンが運用した。 

加えて判決は「03 年４月１日、ＧＣ社とＬＧＴ－ＮＩとの間で、ＩＴＶが有

するＧＩＭ－Ｏ及びＩＴＶに関する投資権限を、ＧＣ社がＬＧＴ－ＮＩから譲

り受ける旨を内容とするサブインベストメントマネージマント契約が締結され、

ＧＣ社の代表者として被告が署名をした」と認定する。 

しかし、これも前述した通り、サブインベストメントマネージメント契約（サ

ブ投資運用契約）は、ＧＩＭ－ＯとＩＴⅤを運用していたＬＧＴ銀行ケイマンと

ＧＣＩとの間で交わされたもので、ＬＧＴ－ＮＩとＧＣＩとの間で交わされた

ものではない。 

群栄との民事裁判の１審判決でのこうした認定はすべて、ＬＧＴ銀行の書面
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に対する裁判所の事実誤認に基づく支離滅裂としか言いようのないもので、と

ても公正な判決を下せる状態ではない。 

 

17、新事業３社 

00年３月から有望な投資先を探していたＧＣＩケイマンは、05年にかけて「Ｎ

ＥＷＳＣＨＥＦ」「アルティス」「ヒューマラボ」の３社を含むベンチャー企業や、

新事業のシーズを発掘した。ＮＥＷＳ社は個人が 20年を費やして開発した電子

レンジ用調理容器を使い、内熱調理の食材を販売する会社。アルティスは注射器

などのプラスチック系感染性医療廃棄物をリサイクルして油に戻す会社。ヒュ

ーマラボは、長岡ＬＥＭ研究所が製造するシイタケ菌糸体の健康食品を販売す

る会社だ。これらのベンチャー企業を支援するため、オリンパスは 05 年以降、

10人近い社員を派遣した。 

【Ｎｅｏを中心に投資した理由】 

05 年時点の新事業３社株の持株比率（％）は以下の通り（カッコ内は株数）。 

➀ＮＥＷＳ社：ＩＴＶ 55・６（２０００） Ｎｅｏ 12・５（４５０） 

ＧＣＮＶ 27・８（１０００）ＧＣＩ ４・２（１５０） 

➁ヒューマラボ：Ｎｅｏ 75・０（１２００）ＧＣＮＶ 12・５（２００） 

        ＧＣＩ 12・５（２００） 

➂アルティス：Ｎｅｏ 75・８（２８８０）ＧＣＮＶ 18・９％（７２０） 

       ＧＣＩ ３・７（１４０） 

 

持ち株比率から分かる通り、新事業３社への投資は当初、Ｎｅｏを中心に行っ

ていた。検察はこの点を取り上げて「オリンパスの簿外損失を認識していたＧＣ

Ｉケイマンが、簿外利益を作るためにＮｅｏで投資した」と主張する。 

もちろん、Ｎｅｏで投資したのはそうした理由ではない。ＮＥＷＳ社の容器を

開発したＯ氏から説明を受けた際、同社の技術やビジネスプランに大きな将来

性を感じたものの、Ｏ氏の人格に一抹の不安を持った私は、当初はＧＣＩから投

資して様子を見ようと考え、ＧＣＮＶからだけでなくＮｅｏからの投資も控え

た。探偵社にＯ氏を調べてもらったところ、Ｏ氏が総合商社や大手流通業に街宣

車を乗り付けていた事実が確認された。このため追加投資は、オリンパスの名前

をうたっていないＮｅｏとＩＴＶの資金を使うことにした。ＮＥＷＳ社の経営

はＯ氏に任せていたが、社員からの反発が次第に強くなったことから、半年以上

の説得を経てＯ氏にＮＥＷＳ社から退いてもらった。その際は私もともに取締

役を降りた。Ｏ氏退任後の 06年以降は、ＧＣＮＶを中心に投資した。 

アルティスは、投資を開始した時点の名称はＯＺで、同社の不正が発覚した際

は、私と羽田は撤退を真剣に検討した。だがこの時点ではすでに、オリンパスか
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ら派遣された久松裕明氏が新会社のアルティスを設立し、ＯＺが開発した機械

を真似て自前の機械を製造、同様のビジネスを始めていた。激怒したＯＺのオー

ナーは右翼とともにオリンパスに圧力をかけてきたため、怯えたオリンパスは

急遽、私と羽田に右翼への対応を依頼。長期間の対応に限界を感じた私と羽田は、

ＧＣＩの資金から３０００万円を支払ってこの件を収拾した。こうした背景が

あったため、久松氏からの要請を受けたアルティスへの投資もＮｅｏの資金を

使わざるを得なかった。ちなみにこの３０００万円はオリンパスから返済され

る予定だったが、未だに実現していない。 

ヒューマラボは、２年掛かりでマイノリティー出資を交渉した長岡ＬＥＭ研

究所のオーナーの了解が得られず、それに代わる手段として設立したシイタケ

菌糸体の健康食品の販売会社だ。他人の会社にマイノリティー出資したところ

で、その会社の利益をオリンパスの簿外損失解消に利用するなど、とても考えら

れない。また、オプションについての知識のない長岡氏に、私の方からヒューマ

ラボのオプション（発行株数の 20％、行使価格は１株５万円）を無償で提供し

ているが、オリンパスの目論見を知っていれば、後述する新事業３社株の売買の

妨げとなるようなオプションを第三者に渡す訳がない。長岡氏の交友関係にも

右翼や反社会勢力の人間が存在したため、ヒューマラボもＧＣＮＶではなくＮ

ｅｏを中心に投資した。 

 

【Ｎｅｏに関する検察の誤認】 

検察は「オリンパスの実情を知っていたＧＣＩは、簿外利益を作る目的でＮｅ

ｏに新事業３社株を保有させた。一方でオリンパスの出向者に対しては、Ｎｅｏ

はオリンパスと関係のない投資家と説明していた」と主張する。 

だが 05年時点の新事業３社の持株比率（括弧内の数字は株数）と山田氏のメ

ールを見ると、検察の主張が成立しないことは明らかだ。 

前述した通り、05 年時点のオリンパス（ＧＣＮＶ）の３社に対する出資比率

はＮＥＷＳ社が 27・８％、ヒューマラボが 12・５％、アルティスが 18・９％で

しかなく、これだけではオリンパスは支配権どころか特別決議の拒否権すら持

っていないことになる。だがＮｅｏの持ち分を加えた持ち株比率はＮＥＷＳ社

が 40・３％（ＩＴＶの持ち分を加えると 95・９％）、ヒューマラボが 97・５％、

アルティスが 94・７％と、圧倒的な水準に達する。 

山田氏は 05年９月 30日、「いずれにせよ時間がない。気合を入れて（新事業

３社を）仕上げたい」などと、オリンパスからの出向社員に叱咤激励のメールを

送っている。仮にＮｅｏがオリンパスとは無関係の投資家なら、ボランティアで

もない限り、３社に出向させた社員に「気合を入れて仕上げたい」などと叱咤激

励のメールを送るはずがない。少なくとも出向社員は、Ｎｅｏがオリンパスのフ
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ァンドであることを認識していたはずだ。 

 

18、06 年３月の新事業３社株売買の目的 

06 年３月の新事業３社株売買で捻出された資金を利用して、ＧＣＮＶが保有

するＱＰのＮｏｔｅが全額償還されたのは事実だ。しかし、「投資事業組合の会

計基準の変更でＧＣＮＶがオリンパスの連結子会社化されると、ＱＰの存在が

監査法人に露見する恐れがあるので、３社株売買で捻出した資金を利用して、Ｇ

ＣＮＶが保有するＱＰのＮｏｔｅを全額償還した」とする検察のシナリオは、明

らかな誤りである。 

前述した金融再生委員会との一件でも分かる通り、あずさ監査法人（朝日監査

法人とあずさ監査法人が 04年１月に合併して発足）は、ＱＰにオリンパスの簿

外損失が存在していることを承知していた。その監査法人にＱＰの存在が露見

しないように３社株売買を行ったというシナリオは、全く筋が通らない。 

検察の取り調べに対し、「投資事業組合に対する支配力基準と影響力基準に絡

む会計基準の変更で、ＧＣＮＶがオリンパスの連結子会社と見做されることに

なった。ＧＣＮＶの中身をあずさ監査法人に見られると、ＱＰの存在が露見して

しまうので、ＧＣＮＶが保有するＱＰのＮｏｔｅを事前に償還することにした」

などと供述した関係者も存在した。だが「財務会計基準機構」のＨＰにある「企

業会計基準委員会」の議事概要を調べると、投資事業組合の支配力に関しては 06

年４月 11 日の会合で初めて、西川副委員長と秋葉統括研究員から説明があり、

同年４月 25日の企業会計基準委員会で審議が始まった（実施は 07 年）。ＧＣＮ

Ｖが保有するＱＰのＮｏｔｅの全額償還に向けた動きは 06 年２月 28 日に始ま

っており、投資事業組合の支配力に絡む会計基準変更が原因だったとは考えら

れない（ちなみにこの基準変更までは、投資事業組合の支配権はＧＰにあると見

做された）。 

だが、監査法人の担当者の変更が原因と考えると筋が通る。あずさ監査法人は、

オリンパスの粉飾決算を認識している一部の会計士にオリンパスを長期間担当

させていた。宇野皓三会計士と潮来克士会計士の担当期間が特に長く、２人の後

を引き継いだ沖恒弘会計士と山口直志会計士の担当期間もそれぞれ６年と長い。

山口会計士はサブ担当の時期も加えるとさらに長くなる。宇野会計士が 01年３

月期を最後に担当から外れると、06 年３月期までは３人体制から２人体制に減

員され、新しい会計士は登場しない。 

そしてＱＰのＮｏｔｅを全額償還した後の 07年３月期からは、小宮山賢会計

士がオリンパスの担当になり、ここから再び３人体制に戻っている。 

04 年１月に「あさひ監査法人」と「あずさ監査法人」が合併したことによっ

て、06 年６月から、あずさ監査法人の小宮山賢会計士がオリンパスの担当に加



58 

 

わったのである。勿論、彼はオリンパスの粉飾を知らなかった。小宮山会計士は、

05 年に早稲田大学大学院商学研究科客員教授に就任しているような真っ当な会

計士である。 

沖会計士と山口会計士から「07 年３月の決算にはオリンパスの簿外損失の存

在を知らない会計士が加わる」と伝えられ、新任の会計士にＱＰの存在が露見す

ることを恐れた山田氏らが、３社株売買を利用して 06年度中にＱＰのＮｏｔｅ

をすべて償還したのだろう。旧朝日監査法人の担当者にしても、オリンパスの粉

飾が小宮山会計士に露見するのだけは防ぎたかった。 

そこで、「のれん代」を利用した解消方法を指導したのであろう。05年３月に、

ＩＴＸ関連の「のれん代」が計上されているが、この時に考え付いたと思われる。 

参考までに 89 年３月期から 09 年３月期の間に、オリンパスを担当したあず

さ監査法人の会計士の顔触れを列挙する。 

 

89（平成元）年３月期 尾●修浩、宇野皓三、富山正次 

90（同２）年３月期  尾●修浩、宇野皓三、富山正次 

91（同３）年３月期  尾●修浩、宇野皓三、潮来克士 

92（同４）年３月期  宇野皓三、潮来克士 

93（同５）年３月期  宇野皓三、潮来克士 

94（同６）年３月期  宇野皓三、潮来克士 

95（同７）年３月期  宇野皓三、潮来克士 

96（同８）年３月期  宇野皓三、潮来克士 

97（同９）年３月期   宇野皓三、潮来克士（多和田英俊） 

98（同 10）年３月期   宇野皓三、潮来克士、多和田英俊 

99（同 11）年３月期  宇野皓三、潮来克士、多和田英俊 

00（同 12）年３月期  宇野皓三、潮来克士、多和田英俊 

01（同 13）年３月期  宇野皓三、潮来克士、沖恒弘 

02（同 14）年３月期  潮来克士、沖恒弘 

03（同 15）年３月期  潮来克士、沖恒弘 

04（同 16）年３月期  沖恒弘、 山口直志 

05（同 17）年３月期  沖恒弘、 山口直志 

06（同 18）年３月期  沖恒弘、 山口直志 

07（同 19）年３月期  沖恒弘、 小宮山賢、山口直志 

08（同 20）年３月期  池田澄紀、小宮山賢、山口直志 

09（同 21）年３月期  佐々誠一、池田澄紀、山口直志 

 

監査法人の担当者の変更が原因と考えると辻褄が合う事実がもう一つある。 
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前述したＧＩＭ－Ｏの運用報告書の捏造だ。06年 12月と 07年 12月のＧＩＭ

－Ｏの運用報告書が捏造され、あずさ監査法人に提出されている。森氏は群栄と

の民事裁判の証人尋問で「この偽造運用報告書はＬＧＴ銀行に作成してもらっ

た」と証言していが、あずさ監査法人に提出された運用報告書は、わずかにこの

２年分だけなのだ。 

ではあずさ監査法人はなぜ、00 年 12月から 05年 12月までＧＩＭ－Ｏの運用

報告書を提出させていなかったのか。第三者委員会の報告書を見ると、あずさ監

査法人（恐らく旧あさひ監査法人の会計士）は「ＧＩＭ－Ｏの運用報告書を提出

するよう再三求めたが、ＬＧＴ銀行に無視された」と証言しており、第三者委員

会は「欧州のプライベートバンクだから致し方ない」と答えている。つまり「Ｇ

ＩＭ－Ｏは公募投信」と認識していたはずの監査法人が、運用報告書の交付義務

を果たしていなかったＬＧＴ銀行を容認していたことになる。もちろん、どの国

でも公募投信の運用報告書の交付は法律で定められており、監査法人がそれを

知らないはずはない。 

そこで担当会計士の顔触れの推移をもう一度見て欲しい。06年 12月時点の運

用報告書が交付された 07 年３月期と、07 年 12 月時点の運用報告書が交付され

た 08年３月期の２期は、初顔の小宮山会計士が、監査人に名を連ねているのが

分かる。オリンパスの実情を承知していない同会計士は当然のごとく、06年 12

月時点のＧＩＭ－Ｏの運用報告書の提出をオリンパスに要求し、進退窮まった

森氏は、内容を偽ったＧＩＭ－Ｏの運用報告書を送付するよう、ＬＧＴ銀行に依

頼したに違いない。ＧＩＭ－Ｏは 08年中に解約されており、同年以降の運用報

告書は作成されていない。 

 

【06 年３月の３社株売買の目的に関する各判決の誤認】 

検察の主張、各裁判の判決とも「投資事業組合の会計基準の変更でＧＣＮＶが

オリンパスの連結子会社化されると、ＱＰの存在が監査法人に露見する恐れが

あった。そこでＧＣＮＶが保有するＱＰのＮｏｔｅをすべて償還することにな

り、その償還金を捻出する目的で新事業３社株売買が行われた」としている。 

だが、３社株を売買した 06年３月の時点ではまだ、投資事業組合の支配権に

関する会計基準変更の検討は始まっておらず、オリンパスが会計基準の変更を

予見できたはずがない。 

06 年３月の３社株売買の真の目的は、オリンパスの監査を担当する会計士の

顔触れが 06 年４月から変わるので、それより前の 06 年３月期中に簿外損失発

覚の芽を摘んでおこうというものだった。検察の主張と民事裁判の判決はいず

れも誤っている。 
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19．事業投資委員会と経営執行会議での説明 

私、羽田、小野は 06年３月９日に開かれたオリンパスの事業投資審査委員会

に出席した。この日の主な目的は小野によるＧＣＮＶの決算内容の説明で、過去

に投資した会社の動向と、新たに投資した会社について説明した。もちろんオリ

ンパスから派遣された社員を受け入れている新事業３社の状況も説明したが、

事業計画は説明していない。 

また、07年９月 28日の経営執行会議には私と、オリンパスから派遣されて３

社の取締役を務める川田均氏が出席し、経営執行会議事務局（経営戦略室）が経

営執行会議摘録を作成した。会議の内容は録音され、検察に押収されている。私

はこの会議でＮＥＷＳ社について説明したが、事業計画には触れていない。ちな

みに私が同会議に出席したのはこの日だけだ。羽田はこの会議に出席しておら

ず、別の日にヒューマラボについて説明している。 

 

【オリンパス社内での新事業３社への投資に関する説明】 

 検察の主張とすべての裁判の判決は、新事業３社への投資がオリンパス社内

でどう説明されたのかについて、次のように認定している。 

「横尾と羽田は 06年３月９日に開かれたオリンパスの事業投資審査委員会に出

席し、新事業３社の事業計画を説明して３社への投資を勧めた。事業投資審査委

員会は同月 16日、当該の投資を承認した。07年９月２８日に行われたオリンパ

スの経営執行会議では、新事業３社の事業と投資に関する討議が行われ、私がニ

ュースシェフの事業計画の説明を行った」 

だが、これは実際とは大きく異なっている。事業投資審査委員会で事業計画を

説明したことになっているが、事業計画が記載された会議資料は存在しておら

ず、スクリーンに映したという証言もない。事業計画を口頭で説明できるはずは

なく、どのような方法で事業計画を説明したというのか。新事業３社に継続投資

（あくまでも直接投資）を行うことは説明したが、第三者（既存株主）からの買

い取りを話した事実はない。 

06年３月 16日には「審査結果の報告」と題する、私が提案したとされる新事

業３社株の買取に対する回答書が作成されている。もちろん私はそうした提案

をしておらず、「審査結果の報告」は同委員会のメンバーによる審査結果が記載

されているわけでもない。桜井という若い社員が考えた第三者からの買取条件

が記載されているに過ぎない。しかもこれを提案したはずのＧＣＩには渡され

ておらず、同委員会のメンバーにも配布されていない。 

この書面にはオリンパスが第三者からの買い取り提案を承認した旨と、３社

株購入の価格と株数が記載されている。おそらく不測の事態が発生した場合に

「３社株をＮｅｏとＩＴＶから買い取ることは、ＧＣＩから提案された」と釈明
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するため、この書面を予め作成しておいたと思われる。 

山田氏ら関係者を除く同委員会の出席者全員の供述調書を見ると、ＧＣＩ側

が第三者保有の株を買い取る提案をした旨の記載はなく、証人尋問でもそうし

た証言は出ていない。私が第三者からの買い取りを提案していれば、買い取る相

手や価格についての質問が出てしかるべきだが、同委員会の「摘録」にもそうし

た記載はなく、証人尋問でもそのような証言は出ていない。 

07年９月 28日の経営執行会議には、私と川田氏が出席し、経営執行会議事務

局（経営戦略室）が経営執行会議摘録を作成して、会議の内容が録音された。録

音は検察に押収されている。私が経営委執行会議に出席したのはこの日だけで、

ＮＥＷＳ社について説明した。 

私の説明が終了して質疑応答に入ると、社長の菊川剛氏がＮＥＷＳ社の事業

計画の説明を求めてきた。私が事業計画に全く触れなかったため、資料の該当部

分を説明して欲しいと言われたが、私が答えられずにいると川田氏が事業計画

の説明を始めた。私がこの時に使った資料は、会議前日に川田氏と斎藤氏から渡

されたものだが、事業計画の説明は一切受けていない。 

 

20．３社株売買の計画変更 

ＧＣＮＶが保有するＱＰのＮｏｔｅを全額償還（ＧＣＮＶとＱＰとの関係を

解消）するためには、約１１０億円の簿外資金が不足していた。そこで山田氏ら

は、ＮｅｏとＩＴＶが保有するＮＥＷＳ社の全株式（合計２４５０株）を、ＧＣ

ＮＶが１株４４５万円で購入する計画を立てた（４４５万円×２４５０株＝１

０９億２５０万円）。つまり、簿外ファンドのＮｅｏとＩＴＶが保有するＮＥＷ

Ｓ社株をすべてＧＣＮＶに売却することで、ＱＰのＮｏｔｅの全額償還に必要

な簿外資金を捻出しようと考えたのだ。設立後間もないアルティスとヒューマ

ラボの株式を、ＱＰのＮｏｔｅの全額償還に利用すれば、社内でその意図を疑問

視されかねず、ある程度の事業実績があるＮＥＷＳ社の株式しか利用すること

ができなかったのである。 

 

※ＧＣＮＶがＬＧＴ銀行に預金し、それを担保にＱＰが融資を受けてＮｏｔｅを償還する 

手法が最も安全だったにもかかわらず、オリンパスがその手段を取らなかった（取れ 

なかった）のは、オリンパスの実情を承知していないＧＣＩに、担保提供の書面に署

名するよう依頼できなかったからだ。 

 

06年２月 28日、ＱＰのＮｏｔｅ解消に向けた原資を捻出するため、山田氏ら

はまず、ＩＴＶが保有するＩＴＸ株の大半をオリンパスが 51億円で購入し、Ｉ

ＴＶはＩＴＸ株の売却で入ってきた資金をＮｅｏに送金した。次に同氏らは、オ
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リンパスの簿外ファンド「21Ｃｅｎｔｕｒｙ（21Ｃ）」に存在していた 30 億円

を、元ドイツ銀行シンガポール支店のチャン・ミンフォン氏に設立させたＳＰＣ

「Ｅａｓｔｅｒｓｉｄｅ」に送金した（この送金の目的は後述する）。だが、Ｇ

ＣＮＶとＱＰとの関係解消に向けた資金の動きは、ここでいったん完全に止ま

ってしまう。 

というのも私はこの日、群栄で行ったＮＥＷＳ社提供の電子レンジ用調理器

具を使った試食会で、群栄が新事業３社に各社１億円ずつ投資してくれる感触

をつかみ、それを山田氏に報告していた。私にとっては有難いニュースだったが、

山田氏らは逆に「設立したばかりのアルティスとヒューマラボに額面の一株５

万円で１億円ずつ出資されると、特別決議の拒否権はおろか、支配権まで持たれ

てしまう」と危機感を抱いたのだ。 

  アルティスとヒューマラボも合わせた３社株を利用して、07年中か 08年中に

簿外損失の大半の解消、つまり“飛ばし”に使うために用意した資金の返済・回

収プランを実行しようと考えていた山田氏らは、「群栄による出資は簿外損失解

消に支障を来す恐れがある」と判断。ＮＥＷＳ社株単独の買い取りでＧＣＮＶと

ＱＰとの関係を解消させようとしていた当初のプランの変更を余儀なくされ、

一時的に資金の移動をストップせざるを得なくなったのだろう。 

「今のうちにアルティスとヒューマラボに対する群栄の持株比率を引き下げて

おかなければ、あとあと大変なことになる」と判断した山田氏らは、ＧＣＮＶと

ＱＰとの関係解消プランに、ＮＥＷＳ社株だけでなくアルティス株とヒューマ

ラボ株も加えることを決めた。 

検察も、当初はＮＥＷＳ社株単独の売買だった関係解消プランを、途中から３

社株の売買に変更したと考えていたもようで、同様の趣旨を中塚氏に尋ねてい

る。これは中塚氏の供述調書に記載され、公判でも証言している。 

ＧＣＮＶとＱＰとの関係解消に絡む資金移動が３月３日から同月９日まで停

止していたのは、こうしたプランの変更が原因とみられる。山田氏らはこの間、

設立後間もないアルティスとヒューマラボの株式をＧＣＮＶに高値で購入させ

るため、やはりチャン・ミンフォン氏に設立させた簿外ファンド「ＤＤⅡ」と「Ｇ

Ｔ」（実態はオリンパスの簿外ファンド）に３社株を購入させて、アルティスと

ヒューマラボの株式を高値で売買した実績を作り、直近の株価の事例をＧＣＩ

に提示しようと目論んだ。 

そこで山田氏らは、ＤＤⅡとＧＴを中国系の海外投資家のファンドと偽った

上で、ＤＤⅡにアルティス株を 29億５２１０万円（一株５５７万円×５３０株）、

ＮＥＷＳ社株を 20 億２５０万円（同４４５万円×４５０株）、ＧＴにヒューマ

ラボ株を 29億６１００万円（同１４１０万円×２１０株）で売却するよう小野

に指示。３社株の直近の売買事例を作って高値を既成事実化し、ＧＣＮＶにこれ
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とある程度近い価格でＮｅｏとＩＴＶから３社株を購入させる口実を作った。 

その際、山田氏らは３社株をＤＤⅡとＧＴに売却して生じる金額を約 80億円

と設定し、小野に指示して、Ｎｅｏが保有しているＮＥＷＳ社株全株を当初予定

していた 20 億２５０万円（一株４４５万円）でＤＤⅡに売却。残る約 60 億円

は、Ｎｅｏが保有するアルティス株をＤＤⅡに 29億５２１０万円、ヒューマラ

ボ株を 29億６１００万円で売却させた。 

両社株の売却で生じた金額がほぼ同額なのは、ＮＥＷＳ社株の売却で生じた

20億２５０万円を予定の約 80億円から差し引き、残りを単純に２分割しただけ

のこと。両社の株価に特段の意味はなかったと思われる。この事実からも、当初

計画ではＮＥＷＳ社株だけを利用する予定だったものが、途中からアルティス

株とヒューマラボ株が追加され、最終的には３社株売買で資金を作ることにな

った背景が伝わる。 

ところがＤＤⅡとＧＴに３社株を購入させることが急遽決まったことで、Ｇ

Ｔがヒューマラボ株を購入する資金が 16億１０００万円不足した。そのため山

田氏らは、ＧＣＮＶの口座にあった資金を流用することにした。 

ＤＤⅡからアルティス株とＮＥＷＳ社株の購入代金が振り込まれた 06年３月

10 日、京相氏は小野に「ＧＣＮＶからＳｋｙ Ｗａｒｄ Ａｓｉａ証券の口座に

16 億１０００万円を送金し、香港市場に上場しているＶＩＤＹＡＨという会社

の株式を購入してもらいたい」と指示、これに従って小野は同月 10日に京相氏

の指示通りの額を送金した（香港市場は即日決済）。 

ところが２週間後の３月 24 日、この 16 億１０００万円は売買のキャンセル

を理由に全額返金される。この日はＧＣＮＶが保有していたＱＰのＮｏｔｅが

全額償還され、両者の関係が解消された日の翌日だ。上場会社の株式の場合、一

度成立した売買は万国共通でキャンセル不可。私が保釈後に公的機関で調べた

ところ、ＶＩＤＹＡＨという上場会社は世界中のどこにも存在しなかった。 

ＧＣＮＶが３社株を購入した際の一株当たりの価格は、ＮＥＷＳ社が４４５

万円（購入総額 17 億８０００万円）、アルティスが５７９万円（同 44 億 40 万

円）、ヒューマラボが１４３７万５０００円（同 46億円）と、ＤＤⅡとＧＴの購

入価格とほぼ同水準に設定された。購入総額は１０７億８０４０万円である。 

 

【ＶＩＤＹＡＨ株の購入とキャンセルに関する京相氏の偽証】  

前述した通り、小野はＧＴがヒューマラボ株を購入する直前の 06 年３月 10

日、香港上場のＶＩＤＹＡＨ株をＧＣＮＶで購入するよう京相氏から指示され

た。香港市場は即日決済のため、小野は同日中に、指示通りの 16 億１０００万

円をＳｋｙ Ｗａｒｄ Ａｓｉａ証券の口座に送金したが、この資金は同月 24日、

購入時と同額でＧＣＮＶの口座に返金された。 
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京相氏は公判で「ＶＩＤＹＡＨの業績見通しが悪化し、売買から２週間ほど経

った時期にキャンセルして、同額をＧＣＮＶに返した」と証言したが、一度成立

した上場株の取引がキャンセルできないことは世界共通の常識だ。この証言内

容が事実なら、新聞などに掲載される市場全体の出来高や個別銘柄の出来高は、

キャンセルの度に修正されなければならず、株式欄は修正記事だらけになる。こ

の費用をだれが負担するというのか。こんな常識外れの京相氏の証言を疑うこ

となく採用した検察の見識を許すことはできない。 

私は起訴後にＶＩＤＹＡＨ株の売買を知ったが、検察と京相氏のやり取りに

疑問を抱いて保釈後に公的機関で確認したところ、やはりＶＩＤＹＡＨは存在

していなかった。京相氏から指示されたＶＩＤＹＡＨ株の売買は、小野を騙すた

めにオリンパスがでっち上げた架空取引だったのだ。 

京相氏の証言が事実なら、同氏は小野を騙して送金させただけでなく、キャン

セルの連絡もせずに資金を２週間も放置していたことになる。ＶＩＤＹＡＨを

香港上場と偽ったのは、３月 13日（月）にヒューマラボ株をＧＴで購入する必

要があり、その資金を前週末の同月 10日（金）までに用意しなければならなか

ったため、即日決済の香港上場で売買を装うことにしたと考えられる。 

ＶＩＤＹＡＨ株の購入資金16億１０００万円がＧＣＮＶに返金された３月24

日は、３社株売買が完了した日の翌日で、この資金が３社株売買に利用されたこ

とは疑いようがない。オリンパス側はＧＣＩに架空取引を持ち掛けて 16億１０

００万円をＳｋｙ Ｗａｒｄ Ａｓｉａ証券に送金させ、その資金を３月 13日の

ＧＴによるヒューマラボ株購入に流用したと考える他ない。 

ＶＩＤＹＡＨ株の売買を指示した京相氏の行為は、架空銘柄の売買という証

券詐欺そのものだ。オリンパスがＧＣＩにそうした詐欺行為を働くこと自体、私

たち３人がオリンパスの実情を承知していなかったことの証明になる。ＧＣＩ

が３社株売買の目的を承知していれば、こうした詐欺行為を働かなくても、オリ

ンパスから指示された額をＧＴに直接送金していたはずだ。 

 

21．事業価値算定 

新事業３社の資料には事業計画と事業価値算定が記載されているが、それら

を検証すると、専門知識の欠如による誤りが２００ヵ所以上も存在しており、群

栄から押収された８点の資料だけでも１００ヵ所以上の誤りが確認できる。 

それらの資料には、記載されている事業計画から算出されるはずのない意味

不明の事業価値が記載されている。その計算方法を丹念に辿ると、事業価値算定

の知識だけでなく、複利の概念すら理解していない人物が支離滅裂な計算で算

出していることが分かった。 

株式を譲渡する際の事業計画は、提示する取引価格（事業価値）の正当性を 
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主張する目的で作成される。事業計画がいかに精緻に作成されても、事業価値算

定に決定的な誤りがあれば案件は即座に潰れてしまう。それにもかかわらず、新

事業３社の資料のすべてに、目を疑うような酷い誤りが記載されている。 

オリンパスから「夢のある事業計画を作成してほしい」と頼まれた人物が純粋

に作成した事業計画を第三者が書き写し、これに都合のよい事業価値を書き加

えた資料であることが分かる（添付資料３）。 

 

【事業計画の作成に関するすべての裁判の誤認】 

検察は「06 年３月の３社株売買は、ＧＶＮＶが保有するＱＰのＮｏｔｅの全

額償還に必要な金額から導き出された株価で行われ、ＧＣＩはその株価に実現

性を持たせるための事業計画を事前に作成した」と主張し、公判の１審、２審、

オリンパスとの民事裁判の１審、２審、群栄との民事裁判の１審はすべて、この

主張を丸呑みしている。 

しかし実際には、３社株売買の事業価値は、群栄側から提出された投資提案審

議資料など各種の資料の事業計画からは算定できない数値になっており、検察

の主張する「その株価に実現性を持たせるための事業計画」という理屈は成り立

たないことが分かる。 

３社株売買の目的を知った上で、売買価格が算出できない事業計画を記載す

るのなら、もっと体裁の良い事業計画を作成しても、結果は同じだったはずだ。 

記載された事業計画を使って、定められた算定方法（算定条件）で計算すると、

３社株売買の際の株価は絶対に算出できない。３社株の売買価格と事業計画に

関連性がないという事実は、３社株売買と事業計画の作成目的にも関係性がな

いということと同義だ。 

私と羽田は、野村企業情報とワッサースタイン・ペレラというＭ＆Ａの専門会

社で勤務した際、事業価値算定の専門知識を習得している。われわれがオリンパ

スの実情を承知していれば、山田氏らは新事業３社の事業計画だけでなく、事業

価値算定も併せて羽田に依頼しているはずで、それなら誤りも起こらない。 

事業計画は事業の先行きを見定めるために作成されるものだが、その場合、事

業価値算定までは必要ない。オリンパスの実情を知らない羽田に事業価値算定

の依頼ができなかったため、専門知識のないオリンパスの社員だけで誤った事

業価値算定を行なったとしか考えられない。検察に事業価値算定の知識があり、

新事業３社の資料を少しでも検証する能力があれば、真相は自ずと明らかにな

っていたはすだ。 

 

【群栄との民事裁判での山田氏と森氏の証言】 

群栄との民事裁判での証人尋問で、山田氏と森氏はともに「新事業３社の事業
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計画は、ＱＰのＮｏｔｅ解消（ＧＣＮＶが保有するＱＰのＮｏｔｅの全額償還）

とは関係なく作成された」と証言しており、２人の証言内容は完全に一致する。

これはさらに公判での森氏の証言や、リアリング資料での同氏の証言とも合致

する。その要点を以下に列挙する。 

 

ａ．山田氏（群栄との民事裁判での証言） 

㋐３社の事業計画はＱＰのＮｏｔｅ解消とは無関係に作成された 

㋑各社の事業計画はいくつものパターンで作成されており、その中から都合の 

良いものをオリンパス側が選択して修正を加え、井坂会計士に渡した 

㋒同会計士はその事業計画を事業価値の算定（株価の算出）に利用した 

ｂ．森氏（群栄との民事裁判での証言） 

㋐06年３月の売買価格を算出する際に使った事業計画は、ＱＰのＮｏｔｅ解消 

とは関係なく、事業の将来性を予測して合理的に作成された 

㋑ＱＰのＮｏｔｅ解消に必要な金額は、株価ではなく株数で調整した。08年３ 

月の３社株売買は使える株数が決まっていたため、株価を無理に吊り上げ、

必要な金額になるよう調整した 

ｃ．森氏（森・濱田松本法律事務所等によるヒアリング） 

㋐新事業３社の事業プランはＱＰのＮｏｔｅ解消を目的に作成したのではない 

㋑「新事業だから大きな夢を描きなさい」と話し、３社それぞれに作成させた 

㋒事業プランを作成した３社の社員は裏のカラクリを知らない 

㋓事業計画作成の際に「夢を描いていいぞ」と話したため、そうした計画が作 

成され、それをオリンパスが利用したに過ぎない 

ｄ．森氏（第６回公判での証言） 

「事業計画の内容についてＧＣＩに依頼したのは『新事業３社を立ち上げるに

当たり、とにかく大きな絵を描きたいので、どれくらい描けるか描いてみてほし

い』ということ。（その事業計画を見せることで）オリンパスから３社に派遣し

ている社員に、ハードルが高いことを示したかった」 

 

こうした山田氏と森氏の証言から導き出せる結論は次の３点だ。 

 

イ、事前に何一つ打ち合わせをしていないにもかかわらず、群栄との民事裁判で

の２人の証言内容は完全に一致している。また 11年 11月 11 日の森氏のヒ

アリング、公判での同氏の証言もすべて内容が合致している。この間に約６

年が経過しているが、同氏の証言内容は揺らいでいない 

 

ロ、中塚氏は「夢のある」事業計画をＱＰのＮｏｔｅ解消に利用したが、事業価
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値算定法を理解していなかったため、事業計画からはおよそ算出できない

事業価値を記載した、誤りだらけの資料を作成した。山田氏は群栄との民事

裁判の証人尋問で「いくつものパターンで作成された事業計画の中から、都

合のよいものをオリンパスが選んで修正した」と証言したが、仮に中塚氏が

事業価値算定の専門知識を持ち合わせていれば、成長率がもっと緩やかな

事業計画を選んでいても、遥かに高い事業価値を算定できている。事業計画

を 10年以上に延ばし、成長期を後半に持っていくだけでも、遥かに見栄え

が良く説得力のある事業計画で、高い事業価値を算出できている。 

 

ハ、事業計画と事業価値算定を検証すると、専門知識の欠如による誤りが２００

ヵ所以上存在しており、専門知識を持ち合わせていない人物が資料を作成

したことが容易に理解できる。群栄から提出された８点の資料だけで１０

０ヵ所以上の誤りが存在する。株式を譲渡する際の事業計画は、取引価格

（事業価値）の正当性を主張する目的で作成される。いかに精緻な事業計画

を作成しても、事業価値算定に誤りがあれば、案件は即座に潰れる。 

私と羽田は、野村企業情報とワッサースタイン・ペレラというＭ＆Ａの専 

門会社で様々な企業買収を行い、事業価値算定の専門知識を身に着けている。

われわれがオリンパスの実情を知っていれば、山田氏らは事業計画だけでな

く、事業価値算定も併せて羽田に依頼するはずで、そうしていれば２００ヵ

所以上の誤りは存在しなかった。事業価値算定に数多くの誤りが存在するこ

と自体、私と羽田がオリンパスの実情を承知していなかったことを示す、具

体的で明確な証拠だ 

 

【あずさ監査法人は３社株売買の株価を是認していた】 

公判と群栄との民事裁判での１審判決は「06年３月の新事業３社株の売買は、

実現可能性のない事業計画から算定された、無謀な価格で行われた」と認定して

いる。 

だがこの認定は、あずさ監査法人が当時下した判断と真っ向から対立する。

オリンパスは 07年９月のＧＣＮＶ解散時に、06年３月の売買価格（ＧＣＮＶ

の簿価）で３社株を引き取っているが、あずさ監査法人は 08年３月期でその

価格を是認し、減損処理も求めていない。また、08年３月に行われたＧＣＮＶ

とオリンパスとの間の３社株売買は、06年３月の２倍近い株価で行われたにも

かかわらず、同監査法人は 08年３月期でこの価格も是認し、減損処理も要求

しなかった。オリンパスが監査法人にこうしたスタンスを依頼した可能性はあ

るものの、プロの監査法人が一度は是認した株価（事業価値）であることは確

かな事実だ。 
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【群栄との民事裁判の 1審判決が下した驚愕の“独自判断”】 

 群栄との民事裁判の１審判決は、06年３月の新事業３社株売買について、山

田氏と森氏の証人尋問での証言内容を取り上げた上で、自らの判断でそれを否

定する。山田氏と森氏の証言内容については、次のように取り上げている。 

「被告は、新事業３社の株価は事業計画に基づいて適切に算定されたものであ

る旨を主張し、証人山田秀雄及び同森久志は、新事業３社の株価について、Ｑ

ＰとＧＣＮＶの貸借関係を解消するという目的はありつつも、新事業３社につ

いて事業計画に基づいた株価の算定を行っていた旨の、上記主張に沿う証言を

する。また森は、平成 23（11）年 11月 11 日にオリンパス内部で行われたヒア

リングにおいても、事業計画の作成及びその評価は、ＱＰとＧＣＮＶの貸借関

係の解消という目的とは独立して行われた旨を述べている」 

オリンパスで損失隠しを主導した２人の、こうした決定的な証言があるにも

かかわらず、判決は「平成 18年３月に作成され、投資提案審議資料に記載さ

れた新事業３社の事業計画は山田らが主導したもので、（中略）被告は新事業

３社株売買がオリンパスの損失解消スキームの一環として利用されることを認

識し、投資提案審議資料に記載された事業価値の算定と株価の算出が事業実態

を反映していないことを認識しながら、その作成に関与していた」と認定。自

らが主導して行った証人尋問の証言内容を一方的に否定し、次のような何とも

不可解な“独自判断”を下している。 

 

① 森は『新事業３社の株価を事業計画に基づいて算出した上で、ＱＰとＧＣＮ

Ｖの貸借関係を解消するのに必要な金額は、取得する株数を調整して行った』

と証言する。だが前記認定事実によれば、平成 18（06）年３月の売買の際に

は、新事業３社が特別決議の拒否権を確保しつつ、（オリンパスの）連結子会

社化を免れるため、ＧＣＮＶが取得できる株数には発行株数の３分の１以上

40％未満との制約があったというのであり、上記証言はこうした客観的な状

況に整合せず、直ちに信用することはできない 

② 増資提案資料には平成 18年３月 16日付けの投資提案審議資料と同様、新事

業３社の事業計画、井坂公認会計士事務所が算定した事業価値と１株当たり

の株価等が記載されていたが、その事業計画については売り上げ、利益等が

投資提案審議資料に記載されていたものと比べて大幅に増額されていたの

に対し、事業価値及び１株当たりの株価は投資提案審議資料に記載されてい

たものと同額とされており、事業計画以外の何らかの実情（すなわち、ＱＰ

とＧＣＮＶの貸借関係の解消に必要な金額）に基づいて事業価値及び株価が

決定されていることが強くうかがえる。山田及び森の各証言でも、この点に
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ついて何ら合理的な説明はされておらず、新事業３社の株価はＱＰとＧＣＮ

Ｖの貸借関係の解消に必要な金額から逆算して算定されたとする前記認定

判断が左右されるものではない 

③ ヒアリングにおける森の上記供述についても、ＧＣＮＶルートやＧＩＭ－Ｏ 

ルートにおける被告の関与の事実や、森が同一のヒアリング内において、被

告がＬＧＴ銀行を利用した損失隠しのスキームについて関与している旨を述

べていることからすれば、森の上記供述における事業計画の作成・評価の主

体は、オリンパスから新事業３社に派遣されて事業計画の作成の補助に当た

っていた者や、事業計画に基づいて事業価値の算定を行なった井坂公認会計

事務所を指しているものと解するのが相当で、森の上記供述によっても、新

事業３社の事業計画がＱＰとＧＣＮＶとの解消という目的とは独立して事業

実態に基づいて作成されたものと認めることはできない 

 

判決はこのように本稿 60～61ページの山田証言、森証言、森氏のヒアリング

資料の内容を完全に否定するが、それぞれの項目で指摘した通り、２人の証言の

信憑性は極めて高い。上記判断の誤りを①～③の番号順に指摘する。 

≪①の誤り≫ 

「３分の１以上 40％未満という制約」があったことを理由に「株数での金額調

整は行っていない」と判断している。それまでの保有分と合わせて、06 年３月

にＧＣＮＶが持ち株比率 40％未満の上限ギリギリに当たる株数まで３社株を購

入した場合、新たに購入できる額は１２８億９０３８万５０００円になる。 

ところが 06年３月にＧＣＮＶがＮｅｏとＩＴＶから購入した３社株は１０７

億８０４０万円で、上限までにまだ 21億９９８万５０００円もの余裕が存在し

ている。つまり 06 年３月にＧＣＮＶが購入した３社株の保有数は、持ち株比率

40％ギリギリの上限までかなりの余裕があったことが明らかだ。やはりオリン

パスは必要額を株数で調整していたことになる。 

ヒューマラボで見た場合、ＧＣＮＶは以前から保有していた２００株に加え

て３２０株を買い増し、保有株数は５２０株になった。これは発行株総数の１６

００株に対して 32・５％に過ぎず、判決が指摘する「３分の１以上」まで約０・

８ポイントのゆとりが存在する。判決の認定は明らかな誤りだ。 

≪②の誤り≫ 

増資提案資料に記載された株価は、群栄が実際に３社の増資分を購入した価

格と同じになっている。ところがこの資料に記載された事業計画の売り上げと

利益は、３社株売買の株価を決定する際に使われたとされている投資提案審議

資料にある事業計画の内容を大幅に上回っている。そこで判決は「事業計画以外

の何らかの実情（つまりＱＰとＧＣＮＶの貸借関係の解消に必要な金額）に基づ
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いて事業価値と株価が決定されていることが強くうかがえる」と判断する。 

私と羽田が 06 年３月 27 日に有田喜一社長（当時）に渡したとされるプレゼ

ンテーション資料（同年２月 28日の試食会後、試食会を開催した部屋の壁に映

し出したものと同一とされる）には、増資提案資料と同じ事業計画が記載されて

いる。そこにはＤＣＦ法で算出された事業価値の表も記載されているが、３社株

売買の株価は記載されていない。 

プレゼンテーション資料はもちろん、増資提案資料より前の時点で作成され

た資料で、山田氏らはのちに、プレゼンテーション資料に記載された事業計画と

ＤＣＦ法による事業価値をそのまま利用して増資提案資料を作成した。このた

め増資提案資料には、実際にヒューマラボ増資の際の株価を算出するベースに

したとされる事業価値２３０億円（１４３７億５０００万円×１６００株）とは

大きく懸け離れた「８６３億９００万円（割引率 25％）～６４５５億９０００

万円（割引率５％）」という数値が記載されている。２３０億円に対してこの数

値を示すこと自体、信憑性を失うだけの無意味な行為で、判決に記載された「事

業計画以外の何らかの事情」などあるはずがない。こうした認定を行うのなら、

納得できる「何らかの事情」を示さなければならない。 

 

※ヒューマラボのプレゼンテーション資料の事業価値は「６５３・０５億円（割

引率 30％）～６４５５・90億円（割引率５％）」となっているが、増資提案資

料の方は「６５３・０５億円（割引率 30％）」を省いて「８６３・０９憶円（割

引率２５％）」から始まり、割引率５％刻みで「６４５５・０９億円（割引率

５％）」まで記載されている。割引率 30％だけを省いた理由は、縦書きの増資

提案資料は横書きのプレゼンテーション資料に比べて用紙のスペースが少な

く、書き込めなかったためと考えられる。このことからも増資提案資料の数値

は、プレゼンテーション資料内の数値をそのまま写し取っていたことが分か

る。 

 

また、山田氏は公判での証人尋問で「増資提案資料はオリンパス（中塚氏）が

作成した」と明言している。投資提案審議資料からも分かる通り、中塚氏にＤＣ

Ｆ法の知識はなく、プレゼンテーション資料にある数値を丸写ししたのだろう。

中塚氏自身、公判の証人尋問で「ＤＣＦ法は理解していない」と証言している。

その増資提案資料を、山田氏らは群栄に直接送付した。仮に私が増資提案資料を

チェックしていれば、これほど誤りだらけの資料は必ず修正している。 

ヒューマラボのプレゼンテーション資料にある事業価値は、森氏から「夢のあ

る事業計画」の作成を依頼された羽田と、同社の橋本和子氏が作成したという。

この事業価値が「６５３・09億～６４５５・90億円」と、実際にヒューマラボ
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の増資株価を算出したとされる事業価値「２３０億円」から大きく乖離している

のは、羽田と橋本氏が文字通り「夢のある事業計画」を作成していたからに他な

らない。 

オリンパスから新事業３社に派遣された社員に「高いハードル」を示す目的で、

森氏が羽田らに事業計画の作成を依頼した時期にはまだ、３社株売買は予定に

なかったし、ヒューマラボのプレゼンテーション資料の事業価値は森氏の証言

通り、２３０億円とは大きく乖離した「夢のある事業計画」になっている。Ｍ＆

Ａのプロである羽田がオリンパスの実情を承知した上で、２３０億円の事業価

値の目標値を聞かされていれば、それと整合する事業計画を作成していたに違

いない。 

投資提案審議資料とは異なる事業計画が記載された増資提案資料を指して、

「事業計画とは関係のない売買（増資）価格が記載されている」とする判決の論

理は矛盾もいいところで、「６５３・05億～６４５５・90億円」と算定できる事

業計画こそ、森氏の証言の真実性を証明する「夢のある事業計画」なのだ。 

プレゼンテーション資料には２３０億円の事業価値も、一株１４３７万５０

００円の価格も記載がない。プレゼンテーション資料の事業計画に２３０億円

の事業価値と一株１４３７万５０００円の価格を付け加えて、増資提案資料を

作成したのはオリンパスの中塚氏で、それは山田氏が第３回公判で証言してい

る。 

 

≪③の誤り≫ 

判決の「森は平成 23（11）年 11 月 11 日、オリンパス社内において行われた

ヒアリング調査において、ＬＧＴ銀行を利用して行われた損失隠しスキームに

ついて、被告が関与している旨を述べた」との判断は、曲解もいいところだ。ヒ

アリング資料にこうした趣旨の発言は存在せず、判決は該当個所すら具体的に

明示していない。裁判官による露骨な曲解としか言いようがない。 

森氏は「11 年 11 月 11 日午後の電話で横尾さんに『俺が全部知ってるわけじ

ゃない』と大騒ぎされた」と証言しているが、この内容はかなり誤っている。 

私は 12年２月４日の取り調べの際、その通話内容の記録を所持している吉開

検事から通話の内容を尋ねられている。ヒアリングが行われた 11 年 11月 11日

午後、電話は①森氏から羽田、②羽田から横尾、③森氏から横尾、④横尾から羽

田――という順でかけられていた。 

まず①の羽田から私への電話は「森氏から『ＱＰって何でしたっけ？』という、

意味の分からない電話があった」というもの。次いで 15分ほどして②の電話が

森氏からあり、羽田と同様に「ＱＰって何でしたっけ？」と尋ねられた。私が「わ

れわれが知っているはずがないではないか」と答えたところ、「リテンシュタイ
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ン銀行への連絡は誰にしたらよいのか」と尋ねるので、「ピーター・グリューダ

ー（ＬＧＴ銀行シンガポール支店長）しか知らない」と答えた。さらに「口座の

記録が欲しいのだが」と求められ、私が「羽田に連絡させようか」と話すと、森

氏は慌てて電話を切った。そこで私は羽田に④の電話をかけ、森氏との通話内容

を伝えた。 

以上は午後２時頃の出来事で、私は「オリンパスの第三者委員会のヒアリング

中だった森氏が問い合わせてきたのではないか」と感じた。第三者委員会は証言

内容をすべて録音しているため、「委員らに向けたポーズではないか」とも思っ

た。森氏は私に英語力がないことを承知していた。その森氏が私にＬＧＴ銀行の

問い合わせ先を尋ねてくること自体、どう考えても不自然だった。 

判決はヒアリング資料にある「横尾弟。だからＬＧＴのほうは彼は知ってるわ

けですけども、」という森氏の発言をとらえて、「ＬＧＴ銀行を利用して行われた

損失隠しスキームについて、被告が関与している旨を述べた」と解釈したと考え

られる。だが森氏は公判で「横尾さんと損失の話をしたことはなく、横尾さんに

は山田氏が損失の存在を伝えていると思っていた」との趣旨を証言している。 

仮に森氏が判決の認定のような趣旨で発言していたところで、ヒアリング調

査時点の森氏はまだ、山田氏が私に損失を伝えていると思い込んでいた可能性

が高い。森氏の証言を事実と考えることはできない。 

 

22．国税調査 

06年 10月、オリンパスを税務調査した東京国税局調査第一部は、その反面調

査としてＧＣＩを税務調査した。公判、オリンパスとの民事裁判、群栄との民事

裁判の判決はいずれも「オリンパスの損失隠しに協力していたＧＣＩは、国税局

に損失隠しが露見しないよう、ＮｅｏとＩＴＶの出資者を最後まで明かさなか

った」と認定したが、国税局の調査目的は全く別のところにあった。 

国税局はオリンパスの調査で、ＧＣＮＶが異例の高値でＮｅｏから新事業３

社株を購入したことを突き止め、Ｎｅｏに入った３社株の売却益に課税しよう

と考えた。直前の税制改正で、非居住者が得た日本株の売却益にも課税できるこ

とになっていたからだ。 

ところがＧＣＮＶの所有者であるオリンパスは「Ｎｅｏは知らない」とシラを

切った。そこで国税局は、ＧＣＮＶのＧＰだったＧＣＩケイマンにＮｅｏの所有

者を尋ねた。それが反面調査の目的だった。ＧＣＩの資金の出入りを担当してい

た小野は「利益が出ているのだから、税金を払います」と山田氏に申し出たが、

同氏は「絶対に払うな。２０億～３０億円も税金を払うのは馬鹿らしい。Ｎｅｏ

の出資者（Ｔｅａｏ）については絶対に喋るな」と強要した。この時に税金を払

っていれば、反面調査は１日で終わっていた。 
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小野の態度にしびれをきらした国税局は、Ｎｅｏの投資家を明かさないＧＣ

Ｉに課税すると言い出した。精神的に追い込まれた小野は「ＮｅｏのＧＰを降り

たい」とオリンパスに訴えて承諾を得た。 

 

【損失隠しが発覚しないよう調査に協力しなかったのではない】 

検察の主張やすべての裁判の判決は、国税の調査でオリンパスの損失隠しの

事実が発覚することを恐れた山田氏が、われわれにＮｅｏの有限責任組合員（出

資者）がＴｅａｏであることを明かさないように指示し、「すべてはＬＧＴ銀行

を通じてやっていることなので、ＬＧＴ銀行に聞いてほしい」と答えるように依

頼したと認定している。しかし、前述した通り、この認定は明らかな誤りである。

税務調査の目的は課税することにあり、粉飾決算（利益の過大申告）が表面化し

て、いったん徴収した税金の還付を求められるような事態は望まないからだ。 

  

23．組織犯罪処罰法違反 

私、羽田、小野の３人が組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されたタイミングは

極めて不自然である。３人が同容疑で再々逮捕されたのは 13 年６月 11 日で、

金融商品取引法違反などの容疑で逮捕された 12 年２月 16 日からは、既に１年

４ヵ月が経過していた。検察に当初から組織犯罪処罰法違反容疑で逮捕する意

向があれば、金商法違反容疑と同じタイミングで逮捕できたはずだ。 

逮捕の背景には、私の弁護人が提出した２通の予定主張書面がある。予定主張

書面の内容に狼狽した検察には、関係者の供述調書を作成し直す時間が必要で、

組織犯罪処罰法違反容疑で逮捕せざるを得なかった。 

私は 13年５月 13 日（月）の「予定主張書面（３）」で臼井氏の偽筆を、同年

６月７日（金）の「予定主張書面（４）」で 12年３月の山田氏の供述の錯誤をそ

れぞれ指摘した。 

「予定主張書面（３）」にある臼井氏の偽筆は、ＬＧＴ銀行の書面に私の署名を

偽筆していた件。検察が押収していた証拠の中から、私の弁護人が見つけて予定

主張書面で指摘した。 

「予定主張書面（４）」で指摘したのは、ＴｅａｏからＮａｙｌａｎｄに支払わ

れた９億５０００万円に関する山田氏の供述である。山田氏は検察の取り調べ

に対して「横尾から『臼井氏がオリンパスの件で精神的に落ち込んで鬱病になり、

ＬＧＴ銀行から給料を貰えなくなり、退職金も差し押さえられて困っている』と

脅されたので、オリンパスは９億５０００万円を支払った」などと供述していた。

だが臼井氏が鬱病になったのは９億５０００万円の送金より半年以上あとのこ

とで、その事実を「予定主張書面（４）」で指摘した。 

すると「予定主張書面（４）」の提出から４日後の 13年６月 11 日（火）、われ
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われは組織犯罪処罰法違反の容疑で再々逮捕された。これを受けて山田氏、森氏、

臼井氏の事情聴取が１年数か月振りに再開され、３人の供述調書が作り直され

て、山田氏と森氏は９億５０００万円の支払いについて、臼井氏は偽筆について

のそれまでの供述内容をあっさりと翻した。 

当時は同年７月に予定されていた初公判に向けて公判前整理手続きが大詰め

を迎えていたが、われわれが再々逮捕されたため、初公判は同年 12月にずれ込

んだ。組織犯罪処罰法違反容疑での逮捕は、山田氏らの供述調書を作り直す必要

に迫られた検察の時間稼ぎに過ぎず、検察が主張するマネーロンダリングのス

キームは実際には存在していない。 

 

24．ＮｅｏのＧＰ交代 

８ヵ月にもわたる国税局の反面調査が終了した 07年６月、精神的に追い込ま

れていた小野は「なぜ税金を払ってはいけないのか。ＮｅｏのＧＰを降りたい」

と山田氏に訴え、同氏からＧＰを降りる承諾を得た。 

この時、ＬＧＴ銀行シンガポール支店長であるピーター・グリューダー氏が、

同行を退職した元アジア担当取締役のゲアハルト・ウォルチ氏が後任に適して

いるとＧＣＩケイマンに推薦してきた。そこで羽田と小野は 07年５月、リヒテ

ンシュタイン公国に出向いてウォルチ氏と話し合い、同氏からＧＰ就任の承諾

を得た。 

実はＧＣＩケイマンとＮｅｏが結んだ契約書には「ＧＣＩケイマンは望むタ

イミングでＧＰを自由に降りることができる」と記載されていた。われわれがわ

ざわざＮｅｏの後任のＧＰを選ぶ義務はなく、ましてやウォルチ氏を選任する

必要もなかった。だが、巨額の簿外損失を抱えているオリンパスにとって、オリ

ンパスの実情を熟知している元ＬＧＴ銀行アジア担当取締役のウォルチ氏は、

安心してＮｅｏのＧＰを任せられる適役だった。その証拠に森氏は、公判での証

人尋問で「ＮｅｏのＧＰはＧＣＩケイマンでない方がよかった」「３社株売買の

サイナー（署名者）としてＧＣＩケイマンが出てこない方がよかった」などと証

言している。 

さて、ＮｅｏのＧＰ就任を快諾したウォルチ氏は 07年６月１日、ＮｅｏのＧ

Ｐとなる「Ｇｕｒｄｏｎ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｓ．Ａ．」を中米パナマに設立、

自ら代表者に就任してＮｅｏとの間でＧＰ就任の契約を交わした。ところがウ

ォルチ氏はその後、ＧＣＩに「Ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｉｎｄｅｍｎ

ｉｆｉｃａｔｉｏｎ」と題する覚書を送付し、いくつかの条件を提示した。 

その一つが、ＮｅｏのＧＰ業務の下請けを担当する会社を設立し、その社員と

して小野を雇用すること。これに対して小野は 07 年６月 25 日、臼井氏宛ての

メールの中で「ＧｕｒｄｏｎのＧＰの下請け業務に新たな会社を設立する必要
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はありません。ポートフォリオ（運用資産）の会計は私が個人で担当します」「ウ

ォルチ氏がＧＣＩの３人と森氏に署名を求めた『Ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ ａ

ｎｄ Ｉｎｄｅｍｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ』には、これまで署名していない森氏が

署名すれば十分ではありませんか。ＧＣＩケイマンとしてこれ以外の契約書に

サインしているわれわれ３人が、今さらその覚書に署名する必要はないと思う」

などと反対の意向を示した。 

この小野の意向を協議するために同年７月初旬、ウォルチ氏、森氏、小野の３

人がＬＧＴ銀行シンガポール支店に集まった。ウォルチ氏は 07年７月５日、小

野は同月８日にシンガポール入りしたが、この協議の際に森氏が持参した覚書

が、オリンパス作成の「Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ ｔｏ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｐａｒｔ

ｎｅｒｓｈｉｐ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｎｅｏ Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｖｅ

ｎｔｕｒｅ Ｌ．Ｐ．」である。ここにはオリンパスがＧＣＩに依頼した以下の項

目が列挙されていた。 

 

① 小野はＬＧＴ銀行が用意した英領ヴァージン諸島（ＢＶＩ）籍のペーパーカ

ンパニー「Ｅ－Ｑｕａｌｉｔｙ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」で、ＧｕｒｄｏｎのＧ

Ｐ業務の下請けを担当する 

② 横尾、羽田、小野はウォルチ氏が用意した「Ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ ａｎ

ｄ Ｉｎｄｅｍｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ」に署名する 

③ 小野はＮｅｏの代理人として、ＧｕｒｄｏｎとＮｅｏのＧＰに関する契約書

に署名する 

 

その上でこの書面には「それぞれの項目で生じる責任はすべてオリンパスが

引き受ける」と明記されており、小野は渋々ながらオリンパスの依頼を承諾した。   

これを受けてＬＧＴ銀行の関連会社「Ｓｈａｒｅｃｏｒｐ  Ｌｔｄ．」は同月

12 日、タックスヘイブンでの会社設立を代行するシンガポールの専門業者「Ｐ

ｏｒｔｃｕｌｌｉｓ」から、ＢＶＩ籍のペーパーカンパニー「Ｅ－Ｑｕａｌｉｔ

ｙ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」を購入した。 

同社はＧＣＩ側ではなく、「ＮｅｏのＧＰとしての責任を単独で負いたくない」

とするＬＧＴ銀行（ウォルチ氏）側の都合で用意されたペーパーカンパニー。そ

のことは「ＧＰ業務の下請けを行う会社は不要」と主張する、小野の臼井氏宛て

のメールからも判断できる。ＮｅｏのＧＰ業務の下請けを請け負った小野は、Ｎ

ｅｏに関する送金指示書への署名をなし崩し的に受け入れ、臼井氏から送付さ

れる送金指示書に機械的に署名したに違いない。 

 

【ＮｅｏのＧＰ交代に関する公判の誤認】 
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ＮｅｏのＧＰがＧＣＩケイマンからＧｕｒｄｏｎに移管された点について、

公判の判決は「３社株売買は簿外損失の解消を目的に行われた不正なもの、と

承知していたＧＣＩケイマンは、３社株売買で発生する成功報酬を秘密裏に受

け取るため、ウォルチ氏にＧｕｒｄｏｎを設立させ、名目上は同社にＮｅｏの

ＧＰの立場を移管した」との判断を下している。 

この認定の正当性が成立するには、Ｎｅｏの成功報酬が発生する前に、ＧＣＩ

ケイマンの代理であるＧｕｒｄｏｎとＥ－Ｑｕａｌｉｔｙとの間で、成功報酬

の受け渡しに関する契約書が予め交わされている必要がある。さもなくば成功

報酬はＧｕｒｄｏｎに留まり、Ｅ－Ｑｕａｌｉｔｙに渡らない。 

だがＧｕｒｄｏｎに対する成功報酬が 08 年３月末に発生して以降も、しばら

くは両社間でそうした契約書が交わされることはなかった。成功報酬発生から

半月後の 08 年４月 17 日になってようやく、ＧｕｒｄｏｎとＥ－Ｑｕａｌｉｔ

ｙとの間で「Ｇｕｒｄｏｎに入る成功報酬の９割を、助言者のＥ－Ｑｕａｌｉｔ

ｙに支払う」とする契約書が交わされ、Ｇｕｒｄｏｎに入る成功報酬の大半がＥ

－Ｑｕａｌｉｔｙに送金されることが決まった。 

ちなみにＧＰ交代に関する以下のすべての書面の日付は、ＧｕｒｄｏｎがＮ

ｅｏとの間でＧＰ就任の契約を締結した日と同じ 07 年６月１日になっている。 

・Mandate Agreement Between Neo Strategic Venture,Lp and Gurdon Overseas 

S.A 

・Mandate Agreement Between Gurdon Overseas S.A. and Gerhard Walch 

（この契約書に日付の記載はないが、管理報酬の項目に「委任者（Ｎｅｏ）は

07年６月１日から被委任者に管理報酬を支払う」と記されている） 

・Power of Attorney 

・Confirmation and Indemnification 

・Memorandum to Limited Partnership Agreement of Neo Strategic Venture  

L.P. 

 

ＧｕｒｄｏｎがＧＣＩケイマンに代わって秘密裏に成功報酬を受け取るため

の名目上のＧＰだったなら、ＧｕｒｄｏｎとＥ－Ｑｕａｌｉｔｙとの契約もこ

の日に交わされていなければ理屈が通らない。だが、成功報酬に関するＧｕｒｄ

ｏｎとＥ－Ｑｕａｌｉｔｙとの間の契約書だけが、なぜかこの日から 10ヵ月以

上も遅れた 08 年４月 17 日になって交わされている。この点から考えてもＧＰ

交代は名目上のものではなく、成功報酬に関してＧｕｒｄｏｎとＥ－Ｑｕａｌ

ｉｔｙが交わした契約書は、Ｇｕｒｄｏｎ側の何らかの都合により後付けで作

成されたことが分かる。この理由については次の項目 24で詳述する。 
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ウォルチ氏はまた、オリンパスから９億５０００万円の追加報酬が支払われ

る事態を受けて、パナマ籍の「Ｎａｙｌａｎｄ Ｏｖｅｒｓｅａｓ ＳＡ．」

を購入。ＧＣＩがＬＧＴ銀行からＧＩＭ－Ｏの紹介料を受け取る際に使ってい

たＢＶＩ籍のペーパーカンパニー「Ｉｎｓｔａｇｅ Ｌｔｄ．」との間で、わ

れわれには知らせずにコンサルティング契約書を捏造している。契約書の日付

は 08年 12月１日になっている。 

ＧｕｒｄｏｎとＥ－Ｑｕａｌｉｔｙとの契約書には小野が署名しているのに

対し、Ｎｙｌａｎｄと契約を結んだＩｎｓｔａｇｅ側は、「Ｔｒｉｐｌｅｔｏ

ｎ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ」のディレクターを務めるリ・ピンピン氏とい

う女性が署名している。しかもＩｎｓｔａｇｅの社名の上部にはトリプルトン

社の社名が写り込み、署名欄には「ｆｏｒ ａｎｄ ｏｎ ｂｅｈａｌｆ ｏ

ｆ・・・Ａｕｔｈｏｒｉｓｅｄ Ｓｉｇｎａｔｏｒｙ」と「ｆｏｒ ａｎｄ ｏ

ｎ ｂｅｈａｌｆ ｏｆ・・・Ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ

（ｓ）」が重なって印字されている。 

この事実により、リ・ピンピン氏の署名は直筆ではなく、スキャナーで写し取

られたことが簡単に分かる。明らかな文書の捏造で、ＧＣＩの了解の下に作成さ

れた契約書ではない。われわれ３人を有罪に追い込む証拠として、こうした捏造

文書が堂々と採用されていることは、検察と裁判所の結託による明らかな違法

行為だ。 

そしてこの契約書もまた、ウォルチ氏が森氏から９億５０００万円の追加報

酬の支払いを伝えられた後に作成されているのである。 

 

【ウォルチ氏作成の覚書に関する群栄との民事裁判の誤認】 

群栄との民事裁判の１審判決は、ウォルチ氏作成の「Ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏ

ｎ ａｎｄ Ｉｎｄｅｍｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ」について以下の通り認定する。 

「Ｎｅｏの業務執行組合の業務がＧｕｒｄｏｎへ委譲されたが、Ｇｕｒｄｏｎへ

の業務委譲が名目上のものにすぎないことを内部的に明らかにするため、同日

付けで、小野が新会社に雇用されてＮｅｏの会計担当を務める予定であり、被告、

羽田、小野及び森がＧｕｒｄｏｎの業務を全面的に支援すること、ウォルチには

Ｎｅｏに関する損害を一切負担させないこと等を確認する趣旨の『Ｃｏｎｆｉ

ｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｉｎｄｅｍｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ』と題する書面が作

成され、被告、羽田、小野及び森がこれに署名した」 

この認定の誤りは、前述した臼井氏に対する小野のメールで簡単に分かる。仮

にＧｕｒｄｏｎへのＧＰ交代が名目上に過ぎず、それをＧＣＩケイマンとＧｕ

ｒｄｏｎの双方が正しく認識しておくために「Ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ ａｎ

ｄ Ｉｎｄｅｍｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ」が作成されていたのなら、小野がこの書
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面への署名を拒否するはずがない。署名しなければ名目上のＧＰ交代が不可能

になり、成功報酬が隠蔽できなくなる。わざわざ小野に「Ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉ

ｏｎ ａｎｄ Ｉｎｄｅｍｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ」に署名させる目的で、オリン

パスが「Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ ｔｏ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ 

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｎｅｏ Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｌ．

Ｐ．」を用意する必要はない。 

つまりＮｅｏのＧＰをＧＣＩケイマンからＧｕｒｄｏｎに替えたかったのは、

実はオリンパスの方だったのだ。 

それにＧＰ交代が名目上のことで、実際のＧＰ業務をＧＣＩケイマンが引き

続き行っていれば、Ｇｕｒｄｏｎの責任が問われることはなく、こうした書面を

作成する必要もない。ましてや小野がＧｕｒｄｏｎの免責書面への署名を拒否

する理由はない。 

ＮｅｏのＧＰ業務のＧｕｒｄｏｎへの移管はオリンパス側のニーズで、ＧＰ

は確実に変更されていた。小野は「ＧＰ業務は名実ともにＧｕｒｄｏｎへ移管さ

れる」と考えて、当初はウォルチ氏が提示した覚書への署名を拒否したのだ。 

 

25．ウォルチ氏の成功報酬 

ａ．１２億５９２５万円 

08 年３月の３社株売買によって、ＮｅｏのＧＰであるＧｕｒｄｏｎに支払わ

れる成功報酬が発生し、同年４月 17日にはＧｕｒｄｏｎとＥ－Ｑｕａｌｉｔｙ

との間で、「オリンパスからＧｕｒｄｏｎに支払われる成功報酬の約 90％をＥ－

Ｑｕａｌｉｔｙに渡す」との契約書が交わされた。前述した通り、この契約書は

成功報酬が発生した後に交わされている。  

その結果、08 年９月 11 日にＮｅｏからＧｕｒｄｏｎに支払われた 12 億５９

２５万円のうち、87・１％に当たる 10億９７４０万円が、同年９月 29日、Ｅ－

Ｑｕａｌｉｔｙに渡された。 

成功報酬の発生後に契約書が交わされた事実は、あくまでもウォルチ氏側の

事情で成功報酬がＧＣＩ側に渡されたことを示している。検察はこの金額につ

いて、「損失隠しのＧＩＭ－ＯルートとＬＧＴ銀行ルートを解消させた 08 年３

月の３社株売買に対するＮｅｏの成功報酬」と主張する。08年９月 11日にＮｅ

ｏからＧｕｒｄｏｎに支払われた 12億５９２５万円が、08年３月の３社株売買

に対するＮｅｏの成功報酬であることは言うまでもないが、山田氏は群栄との

民事裁判の証人尋問で「08 年３月の３社株売買にＧＣＩは関係していない」と

明言している。オリンパスには、08 年３月の３社株売買に関与していなかった

ＧＣＩに成功報酬を支払う義務はなく、ＧｕｒｄｏｎからＥ－Ｑｕａｌｉｔｙ

（ＧＣＩ）に送金された 10億９７４０万円はウォルチ氏の都合で支払われたこ
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とが分かる。 

オリンパスの実情を認識していたＬＧＴ銀行とウォルチ氏は、違法な簿外損

失の隠蔽に協力したことで成功報酬を受け取ることのリスク（スイスの金融当

局から違法な簿外損失の隠蔽に協力した報酬を受け取ったと見做され、ＬＧＴ

銀行が銀行免許を剥奪される危険性）を回避する目的で、敢えて成功報酬の 87％

を放棄したのだろう。 

 

ｂ．９億５０００万円 

ウォルチ氏に支払われる２回目の成功報酬９億５０００万円が、Ｔｅａｏの

口座に用意されたのは 08年 10月 22日。その資金はＴｅａｏから新会社「Ｎａ

ｙｌａｎｄ」に送金される 08年 12月 19日まで動いていない。 

９億５０００万円をＧｕｒｄｏｎに送金しようとした森氏は、10 月 22日にウ

ォルチ氏に連絡したが、ウォルチ氏から「Ｇｕｒｄｏｎの銀行口座を閉鎖したの

で、送金は新会社を開設するまで待ってほしい」と依頼された。このためウォル

チ氏が新会社を用意するまで送金を控え、08 年 12 月 19 日に９億５０００万円

の送金を実行した。 

ところがＧｕｒｄｏｎのスイスフラン建てとユーロ建ての口座を確認すると、

少なくとも 08年 11 月 24日までは稼働していたことが分かった。Ｇｕｒｄｏｎ

の口座で受け取ることができた以上、わざわざＮｙｌａｎｄという新会社を用

意して、銀行口座を開設する必要はない。ＧｕｒｄｏｎとＥ－Ｑｕａｌｉｔｙの

契約は累進制で、前回支払われた 12億５９２５万円と合わせると 20％がＧｕｒ

ｄｏｎの取り分になる。12 億５９２５万円と同様にＧｕｒｄｏｎの口座に送金

させていれば、９億５０００万円の 20％に当たる１億９０００万円を受け取る

ことができたはずなのだ。 

森氏は群栄との民事裁判の証人尋問で、ウォルチ氏がオリンパスの簿外損失

の存在や３社株売買の真の目的を理解していた旨を証言している。森氏から成

功報酬の支払いを告げられたウォルチ氏は前述した通り、これを受け取ること

のリスクを回避するため、オリンパスから支払われた金の大半をわれわれに譲

ることにしたのだろう。 

だが、いずれにしても一度はウォルチ氏の関係先が９億５０００万円を受け

取る必要がある。ＮｅｏのＧＰのＧｕｒｄｏｎで受け取った場合はＮｅｏの成

功報酬になってしまうため、ウォルチ氏はＮｙｌａｎｄという会社を新たに設

立し、ＧＰ業務とは全く関係のない契約書を作成した。 

このため、Ｎｙｌａｎｄが交わした 08 年 12 月１日付の契約書の相手は、Ｎ

ｅｏではなくＴｅａｏになっており、ＴｅａｏからＮｙｌａｎｄに送金された

９億５０００万円は３社株売買の成功報酬ではなく、コンサルティング料にな
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っている。 

さらに、同日付のＮｙｌａｎｄとＩｎｓｔａｇｅの契約書にあるリ・ピンピン

氏の署名はスキャナーで写し取ったもので、この契約書がウォルチ氏の捏造に

よるコンサルティング契約であることが分かる。 

ＮｙｌａｎｄとＩｎｓｔａｇｅとの契約書は、ＧＣＩが知らないところで作

成された捏造文書であることはＰ.73で述べた。 

 

26．マネーロンダリング 

前項で述べた通り、Ｅ－ＱｕａｌｉｔｙはＧＣＩ側の必要に応じて用意され

た会社ではない。小野はＧｕｒｄｏｎのＧＰ業務の下請け自体を渋っており、Ｇ

Ｐ業務の下請けを請け負う場合も会社は不要と考えていた。シンガポールで「Ｍ

ｅｍｏｒａｎｄｕｍ ｔｏ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ Ａｇｒｅ

ｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｎｅｏ Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｌ．Ｐ．」の覚書

を提示された小野は、下請け業務を会社として行うことを渋々受け入れるが、そ

の会社であるＥ－Ｑｕａｌｉｔｙを用意したのはウォルチ氏（ＬＧＴ銀行）だっ

た。Ｅ－Ｑｕａｌｉｔｙがウォルチ氏（ＬＧＴ銀行）の都合で用意されたのは明

らかで、ＧＣＩにとっては何ら意味を持たない会社だった。 

一方のＩｎｓｔａｇｅは、ＧＣＩの税金対策の手段としてＬＧＴ銀行から勧

められ、同行からのインターミディアリーフィー（仲介手数料）を受ける場合だ

けに利用した。ウォルチ氏はそのＩｎｓｔａｇｅを、Ｎａｙｌａｎｄとの捏造契

約書を交わす相手として、ＧＣＩに無断で利用した。 

ウォルチ氏から受け取った資金は、われわれ３人が各々の手持ち資金を出資

してシンガポールに設立したユニット・トラスト（持ち分型投信）「Ｐａｎ Ｐａ

ｃｉｆｉｃ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ」に入金され、そこから出資分に合わせて

各々の名義の財団法人（チャリティー法人）に分配された。シンガポールでは非

居住者の出資で組成され、シンガポール在住のファンドマネージャーが管理す

るユニット・トラストの利益には課税されない。 

日本と海外の双方で所得を得た日本の居住者は、すべての所得を日本で申告

する義務があるが、この場合はシンガポールで「非課税」という課税処分を既に

受けているため、二重課税を避ける外国税額控除制度に基づいて日本でも非課

税となる。 

また、ＬＧＴ銀行が設立したこれらの財団法人は、古くから私的利益の保護に

熱心なリヒテンシュタイン公国で設立され、厳格な守秘義務制度で守られる。所

有者が誰なのか全く分からず、課税されるのも申告した純資産のわずか０・１％

に過ぎない。 

「チャリタブル・トラスト」と称されるこの節税スキームはもちろん、われわれ



81 

 

自身が考案したものではない。ＬＧＴ銀行のようなプライベートバンクが、節税

対策に熱心な富裕層向けに考案したスキームの代表的なものだ。英語が苦手な

私は、スキームの仕組みやその目的など全く知らされないまま、臼井氏の指示通

りに必要な書面に署名させられた。Ｐａｎ Ｐａｃｉｆｉｃから各自の財団法人

にＰａｎ Ｐａｃｉｆｉｃの運用益、つまりＥ－ＱｕａｌｉｔｙとＩｎｓｔａｇ

ｅからの入金額の合計額が分配されたのは 09年３月５日のことだったが、私が

この事実を来日したウォルチ氏から伝えられたのは、分配からかなり経ってか

らのことだった。 

タックスヘイブンのシンガポールにＰａｎ Ｐａｃｉｆｉｃが組成されたの

は、ＬＧＴ銀行の臼井氏が手数料を稼ごうと考え、何の疑いも持たない小野がそ

の勧めに応じたからである。 

 

【マネーロンダリングに関する検察と裁判所の誤認】 

検察の主張と、関連するすべての判決の認定は「06 年３月と 08 年３月の３

社株売買で発生した不正な成功報酬を隠蔽するため、複雑なマネーロンダリン

グのスキームを組成して成功報酬を受け取っており、このことから横尾らはオ

リンパスの粉飾決算を承知していたと推認できる」となっている。 

だが、われわれ３人はＰａｎ Ｐａｃｉｆｉｃの組成時に、ＬＧＴ銀行本店の

各々の実名口座から、それぞれの持ち分に相当する金額をＰａｎ Ｐａｃｉｆｃ

に送金している。その際には送金指示書に自らの実名を記載した。 

マネーロンダリングの資金の流れに関する当局の捜査は、対象者の氏名や属

性を金融機関に伝え、関連する口座や入出金記録をすべて提出させる「名寄せ」

と呼ばれる手法で行なわれる。いくら保秘の堅さで有名なＬＧＴ銀行といえど

も、マネーロンダリング事件の捜査には応じる義務があり、口座の所有者と入出

金は当局にすべて把握される。実名口座と実名の送金指示書でＰａｎ Ｐａｃｉ

ｆｃを購入している以上、Ｅ‐ＱｕａｌｉｔｙとＩｎｓｔａｇｅからＰａｎ Ｐ

ａｃｉｆｃに対する送金も、Ｐａｎ Ｐａｃｉｆｃから各々の財団法人に対する

送金も、すべて名寄せによって白日の下に晒されてしまうのだ。 

しかもＰａｎ Ｐａｃｉｆｉｃ組成後のこうした送金はすべて、ＬＧＴ銀行

が私に一切知らせることなく、勝手に行っていた。 

Ｐａｎ Ｐａｃｉｆｉｃの組成がマネーロンダリングに当たるとされている

が、実際にはＰａｎ Ｐａｃｉｆｉｃを経由させることで、資金の流れはすべて

オープンになる。このスキームは純然たる節税スキームに過ぎず、マネーロンダ

リングが目的のスキームでは断じてない。検察が主張し、判決が認定した「ユニ

ット・トラストを利用して、受領した多額の報酬を巧みに隠蔽するスキーム」な

ど、そもそも存在しない。検察と裁判所は、マネーロンダリングの意味を完全に
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取り違えている。 

 また、そもそも山田氏が公判や群栄との民事裁判の証人尋問で「ＧＣＩは 08

年３月の新事業３社株売買に関与していない」と証言する通り、08年９月 11日

にＮｅｏからＧｕｒｄｏｎに送金された 12 億５９２５万円は、われわれが隠蔽

しようと企てた、08 年３月の３社株売買に関するＧＣＩケイマンの成功報酬と

いう認定自体があり得ない。08 年 12 月 19 日にＴｅａｏからＮａｙｌａｎｄに

送金された９億５０００万円、同月 24日にＮｙｌａｎｄからＩｎｓｔａｇｅに

送金された９億３０００万円もともにコンサルティング料で、成功報酬でさえ

ない。 

 

【マネーロンダリングに関するオリンパスとの民事裁判の判決の誤認】 

オリンパスとの民事裁判の２審判決は、検察がマネーロンダリングと主張す

る一連の資金の流れについて、次のように認定する。 

「控訴人は前記認定事実のとおり、平成 18（06）年と平成 20（08）年の新事業

３社株売買に係る報酬として、控訴人ら及び小野が、平成 20 年９月 11 日にＮ

ｅｏからＬＧＴ銀行のＧｕｒｄｏｎ名義の口座に 12億５９２５万円を送金させ、

同年 12 月 19 日にＴｅａｏからＬＧＴ銀行のＮａｙｌａｎｄ口座に９億５００

０万円を送金させ、Ｇｕｒｄｏｎ名義の口座からウォルチの手数料分を差し引

いた残額全部をＥ－Ｑｕａｌｉｔｙ名義の口座に移し、Ｎａｙｌａｎｄ名義の

口座から同様に手数料分を差し引いた残額全部をＩｎｓｔａｇｅ名義の口座に

移し、Ｅ－Ｑｕａｌｉｔｙ名義の口座及びＩｎｓｔａｇｅ名義の口座にある全

額を、シンガポールで組成したユニット・トラストのＰａｎ Ｐａｃｉｆｉｃ口

座に送金し、そこから、リヒテンシュタイン公国に設けた控訴人横尾を受益者と

するＰｅｒｆｅｃｔ Ｓｅｎｓｅ財団名義の口座、控訴人羽田を受益者とするＦ

ｉｎｅ Ｂａｌａｎｃｅ財団名義の口座及び小野を受益者とするＧｒｅｅｎ Ｌ

ａｎｔｅｒｎ財団名義の口座に、それぞれ５：３：２の割合で分割しており、控

訴人らが被控訴人の新事業３社株式の取得に伴って多額の報酬を取得したこと

が、容易に判明し難い仕組みをあらかじめ設けて、これを巧みに隠蔽しようとし

ていたのであって、控訴人らにおいて、新事業３社の株式取得をめぐる報酬が正

当でないとの認識を有していたことを裏付けている」 

つまり裁判所は「マネーロンダリングのスキームを構築して多額の報酬を受

け取ったこと自体、新事業３社の株式取得をめぐる報酬が正当ではないと認識

していた根拠」と認定しているのである。 

だが、本項で説明してきた通り、マネーロンダリングのスキームは存在せず、

判決の認定は全くの的外れだ。 
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27．臼井氏の偽筆 

臼井氏は、ＬＧＴ銀行の書面（契約書、送金指示書、確認書、投資信託の約款

など）に私の署名を偽筆していた。それらの書面は全て、私を罪に陥れる目的で、

検察が証拠採用していたものである。 

  私の署名が偽筆されていることに気付いた弁護人が、１３年５月１３日に

「予定主張書面」を提出して指摘したが、検察は臼井氏の代筆だと言い張った。

私は何度も異議を申し立てて裁判所に意見を求めたものの、回答はなかった。 

検察は、出鱈目な書面を証拠に仕立て、それが露見すると、一変して自らの過

ちを隠蔽したのである。 

臼井氏は公判で偽筆の事実を認めた上で、「ＬＧＴ銀行には代筆制度がなく、

もし偽筆が発覚していればクビになっていた」と証言する。臼井氏が職を賭して

まで偽筆せざるを得なかった文書が、オリンパスの簿外損失の存在を承知して

いない私に見せられない内容のものだったことは、容易に想像できる。 

 

【臼井氏の偽筆に関する検察の主張と公判の判決の誤認】 

臼井氏自身、公判での証人尋問で「横尾さんに報告もせず、勝手に横尾さんの

名前を使って署名していた」と偽筆の事実を認めている。仮にこれが代筆とすれ

ば、文書中に代筆者の臼井氏の氏名が記載される必要があるが、そうした書面は

存在しない。すべてが代筆の必須条件を欠いている。そうした偽筆はすべて、Ｌ

ＧＴ銀行の書類上で行われており、臼井氏自身が「ＬＧＴ銀行には代筆制度が存

在しない」と証言している以上、偽筆以外の可能性はあり得ない。 

また、臼井氏は「横尾さんが捕まり難かったので、代わりに署名した」などと

証言するが、常に携帯電話を持ち歩いていた私と連絡が取れないはずがない。連

絡が取り難かったとしても、真筆者に連絡もせずに勝手に署名することは許さ

れない。臼井氏が偽筆した書面は、羽田や小野の署名でも事足りるものばかりだ

が、彼らに署名を依頼せず、わざわざ私の署名だけを偽筆していることも合理性

に欠ける。 

だがそれ以上に問題なのは、臼井氏が私に何の報告もせず、無断で私の署名を

偽筆した事実を、公判の１審の裁判官が明確に認識していたことだ。裁判官が

「事前あるいは事後に、簡単にメールで尋ねるなりしておくべきだったのでは」

と尋ねたのに対し、臼井氏は「するべきでしたけれども、横尾さんにメールを打

った覚えはないです」と答えた。つまり裁判官は、臼井氏が私に無断で署名した

事実を明確に認識し、これらが偽筆であることも理解していたにもかかわらず、

この事実を判決に反映させず、完全に目を背けた。 

さらに重要なのは、裁判官の「偽筆について銀行内で何かお咎めを受けました

か」との質問に対し、臼井氏が「すべてオリンパスの指示ですので、その辺のリ
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スクは非常に小さいと思ってやっていました」と答えていること。臼井氏のこの

証言からは、臼井氏が偽筆したＬＧＴ銀行関連の文書には、オリンパスが私に知

られたくない事実が記載されていたことが容易に理解できる。 

臼井氏の証言からは①臼井氏は私の署名を無断で偽筆していた、 ②臼井氏の

偽筆はすべてオリンパスの指示だった――との２つの事実が証明され、裁判官

もこれらを認識していたことが明白だ。にもかかわらず検察と裁判所は、それら

の事実が証明する真相に蓋をして逃げたのだ。 

項目 16で詳述したＰｏｗｅｒ ｏｆ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎはその典

型で、Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ ｉｎｄｅｍｎｉｔｙ ｏｆ ｔ

ｈｅ ｂｅｎｅｆｉｃｉａｌ（ＧＣＮＶとＮｅｏの２通分）も同様だ。後者は、

ＧＣＮＶとＮｅｏの受益権者を確認するための書面だが、そこにはオリンパス

の社名と住所、それにオリンパスの口座開設日が記載されている。この書面を見

れば、98年３月 20 日にＬＧＴ銀行の口座が開設されていたことがわれわれに露

見する。その事実を隠蔽するため、臼井氏は偽筆を迫られたのだろう。同時期に

作成されたＧＣＩや個人口座に関する同様の書面はすべて、私自身が署名して

いる。 私はこれらの事実について意見書を再三提出したが、回答した裁判官は

誰一人いなかった。 

つまり裁判所は検察の主張を受け容れて、臼井氏の偽筆を無理やり代筆と認

定したことになる。今後は真筆者に無断で署名していても、また代筆者の名前が

記載されていなくても、代筆制度のない組織の書面でも、偽筆を代筆と認める非

常識な判例が出来上がるかもしれない。 

 

27．訴因変更 

１４年９月２３日に行われた１審公判の証人尋問で、群栄社長の有田喜一氏

は突然「横尾さんと羽田さんから『投資提案審議資料に記載されている事業計画

は、オリンパスの取締役会で承認されている』との説明を受け、事業計画を信用

した。（中略）この件は群栄の取締役会で説明した」などと証言を始めた。 

この証言内容は有田氏の供述調書には一切記載されておらず、群栄関係者の供 

述調書にも証人尋問調書にも記載されていない。もちろん、公判開始前に行われ

た長期間の公判前整理手続にも出てこない。 

ところが私と羽田が詐欺罪で追起訴された１２年３月２８日から２年半以上

が経過した１４年１０月７日、検察は前述の有田証言の内容に沿った訴因変更

申請書を提出した。時期的限界を越えた非常識な措置である。 

こうした証拠を公判の最終段階で請求するには「（それまでに証拠として提出

できなかった）やむを得ない実情」が必要だが、新たな物的証拠が提示された訳

でもなく、やむを得ない事情が存在した訳でもない。告発から約２年半も経って、
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告発の当事者が突如として証言した内容だ。 

訴因変更の内容が真実なら、有田氏は検察官の事情聴取の際に必ず供述した

はずだ。仮に私や羽田に遠慮して話せなかったといった特殊な事情があれば、訴

因変更請求の理由として、その事実を記載する必要があるが、同氏の証言や訴因

変更申請の中で、そうした背景に触れた部分は存在しない。忘れていてもおかし

くない事実を突然思い出したというのなら理解できるが、群栄との民事裁判で

の同氏の証言内容を聞く限り、この件は３社株購入を決断した重要な要因で、同

氏には最も印象的な事実だったようだ。 

有田氏は、群栄の２回の取締役会で「投資提案審議資料」を読み上げ、そこに

記載されている事業計画がオリンパスの取締役会で承認されていることを役員

に説明したと証言する。 

だが、検察の事情聴取や公判での証人尋問で、この件に触れた取締役会の出席

者は存在しない。群栄の取締役である宮下雄次氏は公判で「事業計画がオリンパ

スの取締役会で承認されているという説明はなかった」と明言しており、詐欺罪

の成立が危ういと焦った検察が、強引な訴因変更に踏み切ったと考えるのが妥

当だろう。 

こうした訴因変更の問題は「訴因変更の法令違反」の対象として、すべての論

旨に先立って論じられるべきだ。 

また、検察が裁判所に訴因変更申請書を提出したタイミングも問題だ 

有田氏が 14 年９月 23 日にこの内容を証言したあと、群栄社員の野田秀和氏

の証人尋問が同年９月 30 日、宮下雄次氏と内藤光洋氏の証人尋問が同年 10 月

８日に行われた。 

訴因変更の内容を全く証言（供述）していない、野田氏、宮下氏、内藤氏ら３

人の証人尋問が、有田氏の後に行われた。それにもかかわらず、検察は訴因変更

の内容を３人に確認していない。有田氏の突然の証言で訴因変更が行われたの

なら、検察は後に続く３人の証人に有田証言の真偽を確かめるのが当然だが、検

察はこの件について「有田社長に対する充分な反対尋問も行えたし、その他の証

人への確認も可能だった。被告人に対する何らの不利益も生じていない」という、

筋違いの言い訳をしている。証人尋問の最後に突然出てきた証言に対し、われわ

れがその場で対処するのは困難で、こうした非常識な訴因変更が請求されると

は予想だにしていなかった。 

しかも、検察が訴因変更申請書を提出したのは 14 年 10 月７日で、私と羽田

の弁護人に訴因変更の通知が届いたのは同年 10月８日である。この書面が届い

たことを弁護人が知った時には、すでにすべての証人尋問が終わっていた。検察

は有田氏の証言直後に訴因変更の請求を敢えて行わず、有田氏の証人尋問から

２週間が経過し、予定されていた群栄関係者４人の証人尋問がすべて終わった
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タイミングで訴因変更を請求した。全員の証人尋問が終わった時点で訴因変更

を請求することは、予め決めておいたのだろう。 

それまで誰一人として証言（供述）していない内容を、裁判の終結段階で誰か

に証言させ、全員の証人尋問が終了した時点で訴因変更ができるのなら、供述調

書や証人尋問をすべて覆せるという判例ができてしまう。この手法が認められ

るのなら、供述調書も証人尋問調書も全く不要になる。 

こうしたあからさまな不法行為に、司法関係者は誰も問題意識を持たないの

だろうか。 

 

28．詐欺罪 

  本件の詐欺罪について、検察の主張は以下の２点だ。 

（１）実現性のない事業計画を使った勧誘は「積極的欺罔」に当たる 

（２）オリンパスの粉飾を隠した勧誘は「消極的欺罔」に当たる 

 

（１）事業計画による第三者割当増資の勧誘（積極的欺罔行為） 

ａ．金融商品取引法 

群栄は、私が投資家(群栄)を欺罔する目的で事業計画を作成し、それを利用し

て積極的詐欺行為を行ったと主張する。私が行った第三者割当増資の勧誘が欺

罔行為に当たるのなら、その勧誘行為が金融商品取引法第１５８条の「偽計」に

抵触していなければならない。ところが本件に関するすべての判決は金商法違

反には全く触れていない。 

事業計画の交付が「偽計」と見做されかねないのは、予想数値の前提となる実

績値や事業内容などを偽った上で事業計画を作成した場合に限られる、以下の

ようなケースである。 

 

① 行う予定のない事業の売り上げ・利益を計上して作成する 

② 過去の実績値を偽り、その数値をもとに作成する 

③ 約定が成立していると偽り、架空の売り上げ・利益を計上して作成する 

④ 保有していない技術や開発していない技術を盛り込んで作成する 

⑤ 架空の資産を計上または資産を水増しして作成する 

 

こうした行為は「偽計」に該当しているが、新事業３社の事業計画には全く当

てはまらない。新事業３社はいずれも前例のない新しいビジネスだっただけに

参考になる類似企業もなく、市場規模も自身の想像力で予想するしかなかった。

さらに、設立から１年未満で決算期を一度も迎えたことがないヒューマラボと

アルティスには実績値自体が存在しておらず、偽る対象そのものが存在しなか
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った。そうした会社の事業計画が「偽計」に当たるはずがない。 

群栄との民事裁判で森氏が証言した通り、オリンパスは羽田に「夢のある事業

計画」を作成するよう求めた。新事業３社には巨額の資金を投じる計画があり、

実際に百数十億円の資金が投じられている。オリンパスからは複数の社員が派

遣されており、桁外れの成長率を予想する事業計画が生まれても何ら不思議な

ことではない。新事業３社が成長しなかったのは結果論である。 

 

ｂ．株式譲渡の際に作成する事業計画の目的 

  Ｍ＆Ａや第三者割当増資などで売主側が作成する事業計画（業績の予想数値）

は、売り主の希望的観測を示すもので、将来を保証した確定数値ではない。売り

主は少しでも高い価格で株式を売却することを考えて事業計画を作成する。Ｍ

＆Ａで売り手代理人に求められるのは、実現性の高い事業計画を作成すること

ではなく、買い主に高い事業価値を納得させること。そのためには事業計画を工

夫する能力が必要になる。 

提示された事業計画の実現性の有無は買い主が判断することで、買い主は売

り主の工作に幻惑されぬよう、事業計画の作成過程で用いられた前提条件を丹

念に聞き出し、その実現性を判断する必要がある。それこそが買い主に求められ

た「投資行動」で、買い主自身が事業計画を作成するケースも珍しくない。 

実現可能性の高い事業計画を提示することが売り主の義務なら、買い主が投

資判断を下す必要はない。売り主が提示した事業計画や事業価値を鵜呑みにし

て投資すればよく、売り主の予想数字が外れた場合は詐欺罪で訴えれば済む。だ

が実際には、売り主の提示条件を鵜呑みにして投資し、その結果損失が発生すれ

ば、その会社の取締役は株主代表訴訟で訴えられることになる。 

  検察はこの点を全く理解していない。検察の考え方を踏襲すれば、日本の法律

に従ったＭ＆Ａや未公開株式の売買は不可能になってしまう。逆にこうした判

例が成立した場合、盲点に気づいたビジネスマンにはとてつもないチャンスが

訪れるだろう。 

 

ｃ．事業計画に対する山田氏と森氏の証言 

有田氏は「群栄に提示された事業計画は、オリンパスの粉飾決算を解消するた

めに作成されたもので、３社株を売買する際の価格を決める目的で作られた、実

現可能性のない事業計画」と主張する。 

だが群栄との民事裁判での証人尋問で、山田氏と森氏はともに「新事業３社の

事業計画は、ＱＰのＮｏｔｅ解消（ＧＣＮＶが保有するＱＰのＮｏｔｅの全額償

還）とは無関係に作成された」と証言している。さらに森氏のヒアリング資料と

公判での証言内容も、この証言と全く変わらない。 
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山田氏と森氏は「群栄に渡された資料に記載された事業計画は、オリンパスの

粉飾決算とは全く関係がない」と明言している。 

 

ｄ．事業計画に対する有田証言の矛盾 

㋐ 内容の異なった事業計画 

検察の主張によると、私と羽田が 06 年３月 27 日に高崎市の群栄本社を訪問

し、新事業３社の投資提案審議資料と、ヒューマラボとアルティスのプレゼンテ

ーション資料を群栄側に手渡し、それらの説明を行ったことにされている。 

同じ日に手渡したとされるヒューマラボの投資提案審議資料とプレゼンテー

ション資料には、数値が極端に異なる事業計画が記載されている。また、ＤＣＦ

法で算出したヒューマラボの事業価値の数値は、投資提案審議資料が４６５億

円（割引率 15％）なのに対し、プレゼンテーション資料の方は６５３億５００

万円（同 30％）～６４５５億９０００万円（同５％）である。しかもプレゼン

テーション資料に記載されたヒューマラボの事業価値のうち、投資提案審議資

料と同じ割引率 15％で算出した数値は１７５５億４６００万円で、投資提案審

議資料の４６５億円とは大きく懸け離れている。 

２つの資料を同じ日に手渡して説明していれば、こうした食い違いに有田氏

が気づかないはずがなく、これほど極端に異なる事業価値を見せられて何の疑

問も持たないはずがない。 

   

㋑ 事業価値算定の誤り 

群栄から押収された新事業３社の資料には、専門知識の欠如に起因する誤り

が１００ヵ所以上も存在する。例えばＥＢＩＴＤＡ（金利前・税前・償却前利益）

の算出は、財務費用を足し戻さなければならないにもかかわらず（財務費用の項

目の部分にはわざわざ「ａｄｄ ｂａｃｋ（足し戻し）」と注釈が付けられてい

る）、作成者はすべて差し引いて算出している。事業価値算定の基礎知識すら持

たない人物が作成しているのだ。 

有田氏は投資提案審議資料の事業価値算定のページも説明されたと証言する。

だが中塚氏が作成した投資提案審議資料の上場時時価総額（時価総額＝純利益

×ＰＥＲ）には、暗算でも分かる誤りが多数存在する。上場想定年度の純利益と

ＰＥＲは、ＮＥＷＳ社が５年後で 60 億１９００万円（ＰＥＲ10 倍）、アルティ

スが３年後で 11 億９８００万円（同 15 倍）、ヒューマラボが３年後で 23 億８

９００万円（同 10 倍）と記載されている。ただ、投資歴の長い人物なら必ず尋

ねるはずのＰＥＲの算出根拠は記載されていない。この数値を使って正しく計

算した時価総額と、投資提案審議資料に記載された上場時時価総額を比べると

以下の通りになる。 
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・ＮＥＷＳ社   60 億１９００万円×10=６０１億９０００万円 

➡記載数値は３１０億円 

・アルティス   11 億９８００万円×15=１７９億７０００万円 

➡記載数値は３２７億円 

・ヒューマラボ 23 億８９００万円×10=２３８億９０００万円 

➡記載数値は５４０億円 

 

 有田氏は公判で「ＰＥＲを理解していない」と証言したが、会社説明会では自

社株のＰＥＲの話は度々出ているはずで、説明者の社長がＰＥＲを理解してい

ないはずはない。「このページを説明された」と主張する有田氏は「60・19×10

＝３１０」や「23・89×10＝５４０」という説明に納得できたのだろうか。 

投資提案審議資料、プレゼンテーション資料、増資提案資料には、この他にも

数多くの誤りが存在する。有田氏は「これらの資料を検証するよう経理部に指示

した」と証言するが、経理部がこうした誤りを質して来た事実はない。40 年以

上の投資経験を持つ東証一部上場の群栄が、これほど単純な誤りに誰も気づか

なかったとはおよそ考えられない。 

 

ｅ．監査法人の評価 

07年９月のＧＣＮＶ解散時に、オリンパスは 06年３月の売買価格（ＧＣＮ

Ｖの簿価）で新事業３社の株式をＧＣＮＶから引き取っている。あずさ監査法

人は 08年３月期決算でその価格を是認し、減損処理も要求していない。 

また、06年３月の２倍近い水準となった 08年３月の３社株の売買価格につ

いても、同監査法人は 08年３月期決算で是認し、減損処理も求めていない。 

群栄が３社の増資株を購入する際にも適用された、06年３月の３社株の売買

価格について、検察は「全く実現性のない事業計画から算出された、現実と乖

離した売買価格」などと主張するが、それはプロの監査法人が認めたものだ。 

 

(２) オリンパスの粉飾決算を隠蔽した第三者割当増資の勧誘（消極的欺罔） 

 

有田氏は「オリンパスの損失隠しに新事業３社の株式売買が使われたことを

知らされていれば、出資はしていなかった」として、詐欺を主張している。 

 

ａ．消極的欺罔の前提条件 

オリンパスの粉飾決算の事実を群栄に伝えなかったことが「消極的欺罔」に当

たるのなら、開示義務中にオリンパスの粉飾決算を伝えることが規定されてい
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る必要がある。ところが新事業３社のような未公開企業の第三者割当増資の 

場合、情報開示義務は一切課せられていない。 

10 年２月１日の内閣府令の一部改正により、未公開企業といえども募集・売

り出しなど、財務局に有価証券届出書の提出を義務付けられている第三者割当

増資を行った際には、発行価格を決定した根拠を有価証券届出書に記載する義

務が課せられることになった。しかし、新事業３社は募集・売り出しを行ってお

らず、財務局への有価証券届出書の提出義務は存在しない。 

 上場企業の場合、日本証券業協会が第三者割当増資に関して以下の７項目の開

示を義務付けている。 

 

Ａ．資金使途 

Ｂ．第三者割当増資を選択した理由 

Ｃ．割当先の選択理由 

Ｄ．第三者割当増資の条件の合理性 

Ｅ．発行会社や主要株主等関係者における株券等貸借取引の予定 

Ｆ．第三者割当増資等の実施後の新株予約権等の行使状況 

Ｇ．その他会員が必要と認める事項 

 

 また、06 年４月１日に始まる会計年度から適用された「証券取引法の一部を

改正する法律」には、親会社に対する情報の開示義務が盛り込まれた。上場会社

の親会社が未公開の場合、「親会社等状況報告書」による開示義務が課せられた

のだ。この法改正まで、未公開の親会社の不正経理などを開示する義務は、上場

会社といえども負っていなかった。 

勿論、未公開の新事業３社はこれに該当しない。 

 

ｂ．瑕疵担保責任 

例えばマンションに関する瑕疵担保責任とは、売り主から雨漏りなどの欠陥

や不備の説明を受けないまま買い主が購入した場合、そのあとに見つかった欠

陥や不備に対して、売り主が負わなければならない責任を意味する。「オリンパ

スの粉飾決算を聞かされていれば、新事業３社の株式は購入しなかった」とする

群栄の主張は、まさにこの瑕疵担保責任に当たる。 

だが株式譲渡に関する瑕疵担保責任は、売買対象の株式に限定されるという

解釈が常識で、株券の傷や汚れ、さらには名義書換の問題に限られる。また瑕疵

担保責任が成立するには「買い主が善意無過失であること」が要件とされるが、

群栄は買い主に課せられた義務を一切果たしておらず、明らかに要件を満たし

ていない。 
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(３) 買主責任（私的自治の原則） 

この事件に関する一連の判決は、刑事、民事とも「買い主責任」に全く触れて

いない。金融界の常識であるこの事項に言及しないまま、われわれに有罪判決を

下せば、金融の常識を無視した判例が誕生し、日本の法律に基づく未公開株の売

買やＭ＆Ａは今後、極めて難しくなるだろう。 

この問題について、類似の分かり易い例を挙げる。 

医薬品として認められていない健康食品（サプリメント）を、癌治療に効果が

あると称して一般市民に販売することは禁じられている。有価証券取引に例え

れば「適合性の原則」だ。だが、医療のプロである医師に対して癌に効くと説明

することは許されている。そうした説明を受けても、説明者に根拠を問い質し、

その信憑性を判断する知識と能力を持っているからだ。 

証券会社との取引で「特定投資家（プロ）」とみなされている上場会社を、一

般投資家と同じ次元で考えてはならない。上場会社は知識を持った医師と同じ

で、十分な投資判断ができる金融知識と能力を持っていると見做されている。 

金融商品の取引には①情報、知識、分析力、判断力などで劣る一般投資家を保

護する考え方、②古典的契約観に基づく私的自治の原則の下での、自己責任を前

提としたプロ投資家に対する考え方――という、投資家の属性に起因する二つ

の考え方が存在する。 

一般投資家が参加する代表的な市場が上場株式の市場で、発行体、市場関係者、

金融商品取引業者に対しては、投資家保護のため様々なルールが定められてい

る。上場会社（発行体）に対しては「タイムリーな情報開示義務」、市場に対し

ては「不公正取引を規制する市場ルール」、そして金融商品取引業者に対しては

「適合性の原則」がこれに当たる。これ以外にも上場会社が発表する業績予想を

見定める証券アナリストが存在する。こうした一般投資家に配慮した考え方は、

上場会社という、誰もが株式売買に参加できる特殊な存在を対象に限定した変

則的なものだ。 

他方、世の中の大半を占める未公開会社の株式取引は、「買主、注意せよ」と

いう古典的契約観に基づいている。株式取引では元来、「売り主と買い主の立場

は基本的に対等で、取引は双方の自由契約で行なわれる」とする考え方が原則で

ある（私的自治の原則）。企業が持つ情報をすべて開示することは物理的に不可

能との意味もあるが、基本的には売り主と買い主の立場は対等との概念に基づ

き、買い主が必要と考える情報はすべて、買主自身が売り主に申告して入手しな

ければならない。 

また自由契約であるが故に、譲渡価格を少しでも引き上げたい売り主がバラ

色の事業計画を提示するのは当たり前とされている。 
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そこで買い主は売り主の事業計画を鵜呑みにせず、あらゆる観点から事業計

画の実現性を審査して、投資判断を下さなければならない。事業計画の数値が算

出された過程を確認し、その算出が適正かどうかを確認する必要がある。Ｍ＆Ａ

の場合、買い主側も事業計画を作成し、お互いの事業計画を叩き台にして交渉す

る。 

昨今では「契約観が『買い主、注意せよ』から『売り主、開示せよ』へと転換

している」とする論文が見受けられるが、これは古典的契約観の崩壊を意味する

ものではない。「表明保証」の制度が定着しつつあるということで、古典的契約

観が崩れた訳ではない。表明保証は米国から広がった考え方で、最近の未公開株

売買やＭ＆Ａでは必要不可欠なものとされている。 

買い主と売り主との間では、買い主が開示を求める財務状況、契約関係、知的

財産、法令順守、税務、環境などの情報について、あらゆる条項に表明保証が交

わされ、買い主が開示請求した情報に誤りがあれば、売り主に賠償請求できるよ

うになった。表明保証を交わしておかなければ、売り主が開示した情報に誤りが

あっても、買い主が検証を怠ったと見做された場合、買い主の賠償請求が認めら

れないことがある。「売り主、開示せよ」を正確に言い換えると「売り主、正し

く開示せよ」となる。 

ただ、表明保証は買い主側だけでなく、売り主側にも必要とされる場合がある。

その好例が東京地裁平成 19（07）年 9 月 27 日判決の「ライブドアオート事件」

だ。この判決は、売り主側にも表明保証が必要であることを意味しているのでは

なく、表明保証を交わした内容以外は買い主、売り主とも情報開示の必要がない

ことを表している。 

中古車販売業の「ジャック・ホールディングス」（ライブドアオートに社名変

更）は、ライブドアに対して発行済株式総数の 51％を譲渡した。だが買い主の

ライブドアの粉飾決算が発覚したため、それによる損害を被ったとして、ライブ

ドアに約 16億円の損害賠償を請求した。 

両者間で交わされていた表明保証の契約書には、売り主であるジャック・ホー

ルディングス側の表明保証責任の内容が多数記載されているのに対し、買い主

であるライブドア側の表明保証責任の内容は３項目に過ぎず、財務状況に関す

る表明保証責任は定められていなかった。 

判決は「企業買収において資本・業務契約が締結される場合、企業は相互に対

等な当事者として契約を締結するのが通常であるから、私的自治の原則が適用

され、特段の事情のない限り、上記の原則を修正して相手方当事者に情報提供義

務や説明義務を負わせることはできないと解するのが相当である」として、株式

譲渡契約を締結する際に必要な情報は自己責任で収集・分析するのが原則と判

断。ライブドアの表明保証義務を否定し、ジャック敗訴の判決を下した。 
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この判例は「表明保証責任を問われるのは売り主に限らない」ということを示

しているだけではない。守秘性が求められる情報については、守秘義務契約を交

わさない限り、買い主、売り主ともに開示する義務はないことを明確にした点が

重要なのだ。そうでない場合、それぞれの既存株主に損害を与えることになりか

ねない。 

この判決が指摘しているのは以下の３点である。 

① 売り主と買い主は、相手から求められていない情報を開示する義務はない 

② 売り主と買い主は、守秘義務契約を交わした上で情報を求めない限り、相手

が開示する情報に対する精度を要求できない 

③ 買い主であっても、守秘義務契約を拒否すれば、取引から撤退を求められる

のが原則 

 

  情報収集能力や分析能力のない一般投資家は、売り主に情報を求めることが

できないのはもちろんのこと、表明保証の条項を設けることもできない。このた

め日本証券業協会は、未公開株取引に参加しないよう一般投資家に呼び掛けて

おり、証券会社が行う未公開株式の仲介にも厳しい制限を設けている。 

   

未公開株式の取引が古典的契約観に基づいていることを明示した判例をもう

一つ挙げる。「大阪地判 平成 20（08）年７月 11 日判事２０１７号１５４頁」

は、未公開会社が自社株式を譲渡した際に業績値を粉飾していたケースで、判決

内容の柱は次の通りだ。 

買収側は投資判断に必要と考える情報を被買収側に求め、法的問題、資産価 

値、収益力、将来性等を評価した上で、買収が自らの利益につながるかや、買収

のために拠出する資金額等を自ら判断することが義務づけられている。 

本件各契約に関しては、買収側の責任で被買収側の調査を行うべきで、被買 

収側は、買収側から要求のない情報まで積極的に開示すべき義務を負わない 

この判決は未公開株取引の根幹を示すもので、㋐買収企業側（買い主）は厳し

いデューデリジェンスの義務を負う、㋑被買収企業側（売り主）は買い主が求め

ていない情報を開示する義務はない、㋒買い主が求めた情報について、売り主側

が意図的に誤った情報を開示しても、情報の真偽を確認する責任は買い主側に

ある――などとされている。 

いずれにせよ、売り主による意図的な虚偽情報の開示は、株式譲渡では頻繁に

起きている。売り主が故意に買い主を偽り、実質価値より高い価格で条件提示す

るのは日常茶飯事という程度の心構えで対処することが、Ｍ＆Ａや未公開株式

売買での買い主側の常識とされている。特に増資は可能な限り高い価格で行い、

既存株主の利益に貢献することが、発行会社にとって当然のことと認識されて
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いる。 

 提示された価格に投資価値があるかどうかを判断し、そのための情報を求め

ることは、買い主側の義務とされているが、有田氏は、公判と群栄との民事裁判

の証人尋問で①オリンパスの取締役会で承認された事業計画なので資料のチェ

ックを省略し、１００ヵ所を超える誤りに気づかなかった、②信頼する売り主に

勧められた価格だったので納得した――などと主張、投資家に義務付けられた

審査を怠っていたことを明言している。売り主側から提示された条件に疑いを

持ちながら、対象の会社を審査するのが投資の原則で、勧めた人物の人柄を見定

めることが投資判断ではない。有田氏の姿勢はプロの投資家から程遠く、聞いて

いる方が情けなくなる。仮に私の詐欺罪が確定すれば、「買い主責任とは売り主

の人柄分析」などという、とんでもない判例が成立するだろう。 

有田氏は群栄との民事裁判で「新事業３社が設立されたばかりの会社であるこ

とを知らなかった」と証言したが、われわれが説明に使ったとされる新事業３社

の事業計画には実績値の記載が存在せず、設立間もない会社であることはすぐ

に気づくはずだ。「ＧＣＩから渡された資料を検討して投資を決めた」とする有

田氏の証言とも完全に矛盾する。 

設立間もない会社との認識がなければ、有田氏は必ず過去の決算書を要求す

るはずだが、そうした事実はなかった。同氏から決算書の要望があれば、われわ

れはその際、一度も決算期を迎えていない旨を説明していたに違いない。 

 

29．第三者委員会からの依頼 

11 年 11 月 11 日に行われた森氏のヒアリングには、森・濵田松本法律事務所

だけでなく、同事務所の後を引き継ぐ「ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法

事務弁護士事務所」も参加していた。 

オリンパスの第三者委員会から関連書類の取り寄せを依頼された私は、ＬＧＴ

銀行にレターを送り、関連書類の送付先を第三者委員会と記載した。ところが蓋

を開けてみると、実際に関連書類が送付されていた先はビンガム・マカッチェン

だった。書類が到着しないことに苛立った第三者委員会から急かされ、ＬＧＴ銀

行にレターを再送したところ、１週間以上前にビンガム・マカッチェンに届いて

いたことを知った。おそらくビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法律事務所で

書類がいったんチェックされ、オリンパスに不都合な文書は破棄されたのだろ

う。 

仮に私がオリンパスの実情を承知していれば、ビンガム・マカッチェンではな

く、ＬＧＴ銀行に依頼した私自身がチェックしていたはずだ。 

 

（了） 


