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被告人と弁護士たち（左から）主席弁護人のN.スリニバサン、弁護人エドウィン・トン、そしてコン・ヒーとタン・イーピン

CHC裁判：これまでの公判内容

14人の証人が証言台に立った後、検察は2月10日に立証を結審した。この9ヶ月間の公判で何が審議されてきたのか。シテ
ィニュースが振り返る。
シティニュースチームによる

1月13日から2月10日。シティハーベ
ストチャーチ主任牧師であるコン・
ヒー牧師、タン・イーピン牧師、元
教会役員ジョン・ラム、経理スタッ
フのセリーナ・ウィー、シャロン・
タン、AMACキャピタル創設者であり
CHC投資マネージャーであったチュ
ー・インハンが関与する公判が今年の
初めから開始した。検察の訴えは、6人
が教会の献金5,000万シンガポールドル
以上を流用し、背任罪を犯したという
ものだ。

検察の立証

4週間の公判のほとんどが、CHCと
Xtronプロダクション社の2008年と
2009年度決算報告を担当していた
Baker Tilly TFW の監査スタッフの証
言であった。CHCがXtronとPTファー

ストナショナルグラスウェア（Firna）
の債券を購入したのはこれらの年であ
る。その他、事前賃貸許諾契約の承認
やリバーウォークの建物購入に関わる
取引もこの時期に含まれる。
CHCがXtronとFirnaの債券を購
入したことが最初の容疑内容の中心で
ある。検察はXtronとFirna債券は「見
せかけ」の投資であり、教会会堂献金
がサン・ホーの活動に当てられたと立
証。
2番目の一連の容疑内容は、被告人
たちがいくつかの取引を用い、Xtronと
Firnaの債券が償還されたように見せか
けるための案だった主張である。検察
はこれらのお金の流れは、監査業務中
に疑問・懸念としてあがったものと主
張。特別時用基金の投資のためにCHC
からAMACに渡った資金や、CHCが

Xtronに対して支払った事前賃貸許諾契
約（ARLAとも言う）も含め、これらの
取引が後に、CHC の会計報告書に虚偽
に入力されたと主張した。
検察側が Baker Tilly の社員に対し
て行った尋問は、CHCの会計簿の信ぴ
ょう性と、監査スタッフが何らかの情
報を知っていたかどうか、その情報が
監査業務に影響を与えていたかという
点に絞られた。この「情報」とは、被
告人たちの間でやり取りされた内部Eメ
ールや資金計算表、議事録の書類も含
まれる。検察はこれらを使って被告人
たちが監査人に隠れて話し合いをして
いたと裏づけようとした。
弁護側はこれに反論し、監査会社
が所持していた問題のEメール内容や監
査書類は実際には債券に関連する情報
であったと主張。CHCとXtronの会計担

当に当たっていた監査チームが現場で
行った監査業務は実際には終了してい
る。業務担当パートナーであったティ
アン・イーと監査マネージャーのフォ
ン・アイファンは、被告が包み隠さず
情報を提示していたことを証言した。
監査人証言台に立つ
監査会社の元共同経営者であったフォ
ン・ダオチンの後に続いて、2番目に証
言台に立ったのはCHCとXtronの2006
年－2007年度の決算報告を担当してい
た、業務パートナー、ティアン・イー
である。彼女は監査主任を務めていた
立場から説明。現場での監査は、業務
担当パートナー、監査マネージャー、
上役や補佐によって実施された。
4ページに続く
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証人台の監査
人たち

Baker Tillyから4人の証人が出廷。教会がやったとする
「見せかけ」の投資について彼らの持つ知識を証言するため
証言台に立った。
シティニュースチームによる

シティハーベストチャーチ

使命宣言

「信仰ときよさを帯びた力強い雰囲気を持
ち、全ての教会員が奉仕に励む教会を建て
上げるため、偉大な戒めのもとで弟子訓練
され、大宣教命令と文化的使命を成就して
いくこと。」

chc.org.sg

twitter.com/chcsg

instagram @chcsg

CHC携帯アプリはiTunes/google
Playでダウンロード可能

facebook.com/cityharvestchurch

6人の被告人たちはXtronとFirnaの2社
に偽の債券投資をしたという疑念を持つ
シティハーベストチャーチの監査人を騙
すつもりだったのか？
これが証言台に立ったBaker Tillyの
4人の証人に対して検察が投げかけた質
問内容である。副検事は、容疑者たちが
教会資金を使って債券を償還させ、この
事実を様々な循環取引による不正会計処
理をすることで監査人の目から隠したと
いうことを証明しようとした。
証人たちの知らないところで容疑者
たちがやり取りしていたEメールなどの
内部文書を提示しながら、検察は関連情
報が監査人には隠されていたと主張。証
拠となったEメールの中には、容疑者数
人がBaker Tillyとの「オフレコ」会議を
持っていたことが証明され、これらの会
議には、当時Baker Tilly共同経営パート
ナーであるフォン・ダオチンは出席して
いたものの、決算報告書に署名する責任
を持っていた、当時の業務パートナー、
シム・ガンセンの出席はなかった。
事前賃貸許諾契約（ARLA）と教会
からAMACの特別時用基金への投資を
含む債券購入同意の会計取引は、調査
対象の下にあった。検察側によると、
これらの会計処理は容疑者たちが記録
を隠蔽するために企んだ循環取引であ
ったという。
しかし、弁護側による反対尋問で、
この4人の証言が明らかに一貫性に欠け
ていることや、この事件には表面上は分
からない多くの事情が含まれていること

n フォン・ダオチン

が浮き彫りにされた。これらが提起され
た課題である。

CHC関連の会計において「コンサルタ
ントパートナー」であったフォン・ダ
オチンの役割

容疑者たちが「見せかけ」の債券投
資についてあらゆる側面からの助言をフ
ォン・ダオチンに求め、頼っていた様子
を示す多くのメールが提示された。
1990年代初期からCHCはBaker
Tillyのクライアントとなり、教会リーダ
ーたちは、教会運営統治や監査に関わる
事項においてフォンの助言を仰いでい
た。フォンが教会の業務パートナー（ク
ライアントの会計書類に署名をする主任
監査人）を辞めた後でも、その役割は
ティアン・イーやシム・グアンセンに引
き継がれていた。フォン自身は、自分を
CHC関連グループの会計において「コン
サルタント・パートナー」と見なしてい
た。それゆえ、CHCリーダーたちは、非
上場の債券投資を含む監査事項に関する
助言が必要になるとフォンを頼みの綱と
見なしていたことが証拠から明らかにさ
れた。
しかし、8日間に渡る証言で、フォ
ンは自分はXtronの債券については全く
知らないとか、クライアントからのEメ
ールも、被告人の何人かがフォンに送っ
た債券契約など重要な書類にも覚えがな
いと証言。フォンは契約書を読むのが好
きではなく、自分は監査の実務的側面に
関しては「非常に弱い」と証言した。

Baker Tilly 元共同経営パートナー：「尊敬され
る長老」は1990年代からコン･ヒーやCHCチー
ムと知り合いであった。2003年、ローランド・
プーン事件のあと、CHCのエグザクティブメン
バーに向けたビデオの中で「専門的立場からの
意見」として、サン・ホーの歌手活動には教会
献金は全く使われていないと断言していた。ク
ライントに対し、自身はCHCの会計の「コンサ
ルタント・パートナー」また「主導的パートナ
ー」であるとしていた。しかし公判の中では教
会とXtron債券についてはアドバイスした記憶が
なく、何の知識もないと否認した。
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フォンは、被告人たちに自身の立場を誤解されて
いると思い、CHCに助言することに距離を置こうと
していたと弁護人は言った。：フォンは同意しなかっ
た。
Baker Tillyの他の3人の証人全員は「コンサルタン
ト・パートナー」という役割など存在せず、フォンが
CHCの監査には関わっていなかったこと、また監査や
債券に関する助言はしていなかったという主張を崩さ
なかった。しかし、証言とは逆に、監査主任を長期間
務めているフォン・アイファンとクライアントとの間
でやり取りされたEメールにはフォンにもコピーCC送
信されていたことが証明された。

CHCとBaker Tillyの関係は2003年にさかのぼる

弁護側は監査人たちが騙されていなかったことを立証
するため、Baker
Tillyがクロスオーバープロジェク
トの支出を認識していたこと、2002年の会計監査時
からそれを考慮していたことを立証した。監査人たち
は、CHCとXtronまた、教会資金を管理していたAMAC
キャピタルパートナーズとの関係を知っていた。
監査人たちが教会資金使用目的が敏感な課題で
あることに気づいていたことが2003年の特別監査か
ら見て取れる。しかし当時Xtronの債券購入が組み込
まれたとき、問題視されていなかった。Baker
Tilly
は債券購入の資金源が教会の会堂建築献金からであ
り、AMACを通して投資がされていたことも認識して
いた。また監査人たちはこの投資がCHC規定に沿った
ものであると判断していた。
弁護人は、Eメールのやり取りから、実際にはテ
ィアンがXtron債券に関する「本格的な調査」を取り
仕切り、クライアントに広範囲に及ぶ情報を求めてい
たと提起した。それは、彼女の主張するただの調べ物
には反するものであった。それゆえ、Xtronの会計簿
に計上するための署名をする前に、確認事項すべてを
満たしていた債券であったに違いない。
監査人たちから懸念や疑問があがったのは確か
である。そのほとんどが公開されている事項に関して
で、関係者間の取引や債券価格損失についてで、これ
は独立した価値評価会社によって解消されたことだ。
フォン・アイファンが同意していたように、監査チー
ムが懸命にその義務を全うするプロセスの中で、被告
人が常に包み隠さず、率先して説明や必要書類を監査
人に提示してきたことを弁護側は証明した。

国際財務報告基準に沿って適切な会計基準を遵守
要請

Baker Tillyの証人全員がXtronの債券を「偽物」だと見

n ティアン・イー

CHCの2006年度決算報
告、Xtronの2006年から
2007年度決算報告の業務担当
パートナー、ティアン・イー
は自分がXtron債券に関わっ
たのは初期の頃だけだったと
主張。「事実調査」段階にな
ったとき、監査マネージャー
のフォン・アイファンに債券取引関連の広範囲に及ぶ
情報をCHCから得るよう命じた。その後Baker Tillyの
危機管理委員会と共に、危険要因を話し合う会議を開
いている。

なしていなかったと、弁護側の主張に同意した。CHC
の会堂献金を使用するというリスク要因はあったもの
の、適切にこれらの課題を評価するためにBaker Tilly
によって危機管理委員会が持たれ、高度な監視体制の
下に置かれていた。最終的には危険要因が解決され正
確な会計処理がなされるに至った。
検察は事前賃貸許諾契約（ARLA）も「見せかけ」
で、容疑者たちがXtron債券をCHCの会計上完済する
ために仕組んだものだと非難した。これはCHCの監査
人に厳しく追及されることを避けるために書類上でつ
くりだされたものだとした。
しかし、シムが事前賃貸許諾契約に署名する前
に、この事前賃貸の一部をXtronの債券を買い戻すた

めに使用するという報告を受けた。更に、監査計画
覚書書（監査業務中にあがった考慮すべき主要な問
題をまとめた書類）に、シムが署名をしていたこと
から、彼はXtron債券が事前賃貸許諾契約を通して
償還することが会計基準に沿ったものであるか注意
深く考慮していたことが伺える。
弁護人は、Baker TillyがXtronの資金の流れを
認識していたことを示した。しかし、第三者的立場
の者が代表としてサポートしていたことに関しては
赤信号を示さなかったと言った。シムは、CHCの会
計簿に記録された債券に関する記録はすべて「真実
で、公正、正確な入力だった」と、弁護人N.スリバ
ニサンに同意した。

CNファイル写真

兄妹であるフォン・ダオチン（左）とフォン・アイファンはCHC裁判で証人台に立った

Baker Tilly の証人全員がXtronの債券を「偽物」だと見なしてい
なかったと、弁護側の主張に同意した。CHCの会堂献金を使用する
というリスク要因はあったものの、適切にこれらの課題を評価する
ために Baker Tilly によって危機管理委員会が持たれ、高度な監視
体制の下に置かれていた。最終的には危険要因が解決され正確な会
計処理がなされるに至った。
n シム・グアンセン

CHCの2007年から2010度決
算報告とXtronの2008年から
2009年会計年度業務担当パー
トナー： 経営状況がさほど
良いとは言えない第三者的企
業であるXtronに対し、CHCが
事前賃貸許諾契約とし、巨額
のお金を預け入れしていたこ
とを理由に、シムにとってこれが懸念材料であったこ
とを証言した。この懸念は、第三者が援助し、Xtron
の債券償還能力を確実にするとCHCがフォン・ダオチ
ンに説明した後に解決したと証言された。

n フォン・アイファン

CHCの2002年から2010年度
決算報告とXtronの2003年か
ら2009年の決算報告マネー
ジャー Baker Tillyに25年間
勤務する社員であるアイファ
ンは、この業界には「コンサ
ルタントパートナー」という
役割はないと証言。兄のフォ
ン・ダオチンにCHCの監査事項に関する相談をした
ことはないと否認した。しかし、CHCの監査事項に
関する多くのEメールをCCで送信していたことが証
拠として提示された。
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CHC Trial: The Case So Far (cont’d from Page 1).

続く証人は業務担当パートナーで
あり、2008年から2010年までCHCの
会計監査とXtronの2008年から2009年

アイファンは、兄の言う「主導的立場
のパートナー」の意味は分からないと
証言した。
3人の監査スタッフがフォン・ダオ
チンのCHCとXtronにおける会計監査関

裁判に明らかに関連のある2009年の
Xtron監査業務ファイル未押収

フォン・アイファンの証言の最中、コ
ン・ヒーの弁護士、エドウィン・トン
が2009年のXtron会計監査業務書類を

CNファイル写真

シャロン・タン、ジョン・ラム、セリーナ・ウィー

の監査担当に当たっていたシム・グア
ンセン。シムはCHCとXtronの会計に
おいて業務担当パートナーであっただ
けではなく、XtronとFirnaの債券書に
署名もし、またその他の関連取引にお
いても署名承認していたこともあり、
彼の公判での証言は鍵になると見られ
ていた。
監査会社から最後の証人として召
喚されたのは、CHCとXtronの会計監
査監督を2002からしていたフォン・ア
イファンだった。フォンは、ティアン
とシムを含む3人の業務担当パートナー
に業務報告をしていた。今回の公判で
フォン・アイファンに対する反対尋問
の際、弁護側は監査業務書類や永久監
査調書を見せながら、監査チームの上
役たちは債券関連処理情報にアクセス
することができたことを証明した。
弁護側は4週間かけてフォン・ダ
オチンのCHCとXtronの会計における
彼の役割を更に明確化した。Baker
Tilly創立者であり、その後共同経営パ
ートナーになったフォン・ダオチンが
昨年証言台に立ったとき、弁護側はフ
ォンが自らをCHCとXtronの会計を監
督していたキーパーソンと見なしてい
たと示唆。彼がセリーナ・ウィーに当
てたEメールで、自身を「コンサルタ
ント・パートナー」と呼び、教会のエ
グゼクティブ会員に向けたビデオ紹介
の中では、CHCの監査担当においては
「主導的立場のパートナー」だと言っ
ていた。
ティアン、シム、フォン・アイフ
ァンは Baker Tilly には「コンサルタン
ト・パートナー」という役職はないと
証言。フォン・ダオチンの妹でもある

与を否定する中で、弁護側はフォン・
アイファンがCHCの監査事項に関する
Eメールを何通も兄のフォン・ダオチン
に情報共用するためにコピー（CC）送
信していたと指摘。アイファン自身は
この指摘に反して、CHCの監査事項に
関しては一度も兄のフォン・ダオチン
に相談したことはないと断言した。
2010年にこの事件が発覚したと
き、CADは Baker Tilly の事務所にも強
制捜査に入った。フォン・アイファンは
兄のフォン・ダオチンのためにCHCと
Xtronの監査における今までの出来事を
リスト化した。彼女は他の監査スタッ
フにはこのような書類は作成しなかっ
たことから、フォン・ダオチン以外の
すべての業務パートナーたちは彼女の
ファイルから情報入手することができ
たことを理由付けできる。
フォン・ダオチンが昨年証言台に
立ったとき、彼は自分がCHCチームに
していた助言はすべて一般的なもので、
具体的なものは何もなかったと証言して
いた。しかし、弁護側は、実際にはフォ
ン・ダオチンが被告人と具体的な課題に
ついてやり取りしていたEメールを提示
した。また被告人はXtron、CHC、CHC
の投資者AMACの関係に関する情
報、Firna債券とリバーウォーク購入、
サン・ホーのアメリカのマネージメント
会社Justin Herz ManagementとXtron
との会計処理などすべての情報をフォン
に提供していた。
3人の監査スタッフ全員が、フォ
ン・ダオチンからこれらの情報は聞い
ていなかったことと、彼がクライアン
トと会っていたかという知識は何もな
いと証言した。

求めた。トンは2009年の会計報告が明
らかに今回の事件に関係していると説
明。検察の訴えとは逆に、被告人から監
査会社に制限なく自主的に非常に多く
の情報と書類が提示されていたからであ
る。また、今回の裁判が始まる前に、弁
護士チームが検察側に Baker Tilly から
Xtronの2009年と2010年の会計監査業
務書類の押収する要求を出したが、検察
側からはそれらの書類を押収をする「法
的根拠」は何もないという答えが返って
きたのみだった。しかし、その後、CAD
はXtronの2010年の会計報告書類を押
収した。
コンの弁護士、トンの要求は今回の
公判で承認された。セリーナ・ウィーの
弁護士であるアンデレ・マニアムはフォ
ンと共にその会計報告書類を見直し、監
査人はCHCとXtronとFirnaが関わる取
引を把握していただけではなく、CHCと
Xtronの会計簿に入力するためだと証明
した。
商務部門捜査官であるケビン・ハ
ンが1月28日に証言台に立った。Baker
Tillyの書類全部を完全に押収していなか
った結果、第二、第三公判の最中に押収
するという事態があったことが明らかに
された。（詳細は6ページを参考）

その他の課題

2013年に行われた2回の公判では、検察
側はXtronの代表者とCHCの管財人を証
人として召喚した。
検察の主張は、Xtronが架空会社
であり、CHCに債券発行し、その資金
をサン・ホーの活動に流用するためだ
ったと主張。検察はXtronの代表者に対
し、Xtronの会計処理や資金繰りの見通

しなどにCHCのリーダーが関与してい
たと主張。XtronがCHCのコントロール
のもとにあったことを立証しようとし
ていた。しかし、Xtron代表者であった
コー・シャオニー、チョン・カーウェ
ン、ワイユー・ハナフィは、最終的な
決定は常にこの代表者たちで行われて
いたことを一貫して証言した。
CHCとXtronの間で発行された最初
の債券の償還使用目的は、音楽アルバ
ムの製作とマーケティングの資金に充
てるためであったと証言された。監査
人は債券償還使用目的を認知していた
ことを明らかにした。また監査人たち
はこの債券購入のための資金が教会の
会堂献金からであったことを認識して
いたことも確認された。ここで唯一監
査人たちが懸念していたのは、教会の
会堂献金を投資に使用することは可能
かということだけであった。
検察は、教会の管財人たちがセリ
ーナ・ウィーやチュウ・インハンに業
務を任せ、自分たちは内容を理解しな
いまま書類に署名だけをしていたと訴
えた。管財人であった、ジェフリー・
チョンとスーザン・オンはCHCの不動
財産の管理者としての役割の範囲内で
行動していたと証言。そして署名の際
にはその書類の内容を完全に理解して
いたと証言。
3番目の管財人であるタン・ヨウメ
ンも1月に証言台に立った。検察はタン
が書類内容を理解して署名していたの
か尋問した。タンは自分が署名する書
類内容は常に理解していたし、同じ管
財人の一人であるチョンと書類の内容
について話し合ったことがあると付け
加えた。
検察はタンがCHC副執行役員の
ボビー・チャウ、ジョン・ラム、
ジャフリー・チョンと持った会議に
ついて尋問した。この疑わしい「会
議」は事件発覚後にもたれたものだ
ったとし、副検事官タン・キャット
ペンはタンがこの事件に関しては誰
とも話し合ってはならないと忠告さ
れていたにも関わらずなぜこの会議
に出たのか尋問した。
タンは礼拝前に集ってコーヒーを
飲みながら話し合っただけで、せいぜい
30分から40分くらいだったと主張。ボ
ビー・チャウが管財人たちに会った意図
は当時の教会の投資に関して説明するた
めだった。チャウがジョン・ラムを会議
に呼んだのは、教会の過去の投資に関
する記憶を皆が思い出す助けになると思
ったからだったと証言。タンはこの時の
会議で、長々と議論された内容もなけれ
ば、ジョン・ラムが発言したことを書類
に作成することも、管財人たちが過去に
署名した書類を教会事務局にもう一度求
めるようなこともなかったと断言。ジョ
ン・ラムが管財人たちに、公判では真実
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だけを話すよう言ったことも証言した。
検察側の今回の事件に関する立証

は2月10日に結審した。弁護側が証拠不
十分による閉廷申立てを提出するのは3

月10日。それに対する検察の回答は3月
28日。もし裁判長が、口頭弁論の必要

性があると見た場合、4月8日から口頭
弁論が開かれる予定。

6人の被告とその容疑について

コン・ヒーおよびジョン・ラム

タン・イーピン、セリーナ・ウィー、チュー・
インハン

（それぞれ３つの容疑）

シティハーベストチャーチの会堂献金をXtron
とFirnaに「虚偽」に投資をするように企てた
背任罪の容疑

（それぞれ10の容疑）

背任罪と循環取引をした容疑

•
•
•

タン・イーピンの弁護人はストレイツ弁護士事務所
LLCの首席弁護人N. スリニバサン
•
•
•
•
シャロン・タンの弁護人はタン・コック・クアン パ
ートナーシップLLPの首席弁護人カナン・ラメシュ

•
セリーナ・ウィーの弁護人はウォンパートナーシッ
プLLPの首席弁護人アンドレ・マニアム

ジョン・ラムの弁護人はケネス・タンパートナーシ
ップの首席弁護人ケネス・タン

•

•
•
•

チュー・インハンの弁護人はマイケル・コー＆パー
トナーズの首席弁護人マイケル・コー

（7つの容疑）

投資が償還されたように見せかけるため複数
の「循環取引」を考案した容疑

14名の証人とその証言

弁護団

コン・ヒーの弁護人はアレン＆グレッドヒルLLPの
エドウィン・トン

シャロン・タン

監査人4名：フォン・ダオチン、ティアン・イー、シム・グアンセン、フォン・アイファン

検察側は、Baker Tilly の監査人たちには事実が隠されていたと主張しようとした。
弁護側は、Baker Tilly のスタッフはシティハーベストチャーチとXtronの監査問題点に気づいていただけではなく、監査
人たちが債券購入などの取引方法を被告人たちにアドバイスしていたことを主張した。
弁護側は、元共同経営パートナーであったフォン・ダオチンが1990年代からシティハーベストチャーチに関わってきたこ
と、また監査に関して彼が被告人たちから非常に大きな信頼を受けていたと主張した。

Xtronの3人の代表者：コー・シャオニー、チョン・カーウェン、ワイユー・ハナフィ

検察側は、コー・シャオニーとチョン・カーウェンの証言から、Xtronが名目的な偽会社であったと主張した。
検察側は、Firnaが実行可能な投資ではなかったことを証明しようとした。
弁護側は、Xtronにはユースオリンピック組織委員会や台湾の歌手Milkなどの顧客がいることを示し、Xtronが架空会社でな
く、実在の会社であることを主張した。
弁護側は、ワイユー・ハナフィが富裕者であり、クロスオーバープロジェクトの支払い責任を負っていたこととFirnaが大き
な収益を見込めるビジネスであり、名目的な偽の会社ではないことを主張した。

3人の教会管財人：ジェフリー・チョン、スーザン・オン、タン・ユーメン

検察側は、教会の管財人であるジェフリー・チョン、スーザン・オン、タン・ユーメンが「操り人形」だったことを証明しよ
うとした。セリーナ・ウィーとチュー・インハンに全てを任せ、書類を完全に理解しないまま3人が署名していたと主張した。
教会規約によると教会管財人は投資に関する決定権の責任は負わないが、ジュロンウェストの会堂やリバーウォークの所有
権などの不動産に関する資産保全の責任を委ねられていると主張した。

シティハーベストチャーチ及びXtronの経理スタッフ：ライ・バオティンとアンジー・コー

検察側は経理スタッフのライ・バオティンとアンジー・コーが盲目的にシャロン・タンとセリーナ・ウィーに従っていたこ
とを証明しようとした。
弁護側は、この2人の経理スタッフが定例の総会に出席する権利のあるエグゼクティブ会員であり、投資用に会堂献金が使用
され、利益はクロスオーバープロジェクトの資金に使われていたという教会の最新投資情報については知っていたと主張した。
弁護側は、経理スタッフが会計処理をするときに、公正性において何の問題もなかったことを証明した。

入国管理局の高官のチュウ・メンライと商務部からの主任捜査官ケビン・ハン。
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捜査を捜査する

商務部捜査官のケビン・ハンは1月28日、29日に証言台に立った。彼の証言から疑問が明らかにされたが、一部は未だ
なぞのままだ
シティニュースチームによる

たハンはCADが実際に何が起きたか
の真偽を確かめるための書類と没収
すべき関連書類を全て押収したと証
言した。
しかし公判では、押収すべき全て
の関連書類が押収されてはいなかっ
たことが明らかになった。証言席に
立つハンが実際にどのようにCHCに
対し捜査を行ってきたのか疑問を生
んだ。
1. CHCとXtronの会計監査を行っ
てきた監査会社、Baker Tilly にCAD
が強制捜査に入ったときに押収した
のは、幾つかの書類だけだった。し
かし、CHCに対する強制捜査のとき
は、容疑者と思われる者たちのファ
イル、書類の入った箱、パソコン、
携帯電話を含むデジタル処理機器を
押収した。
2． 最 初 の 強 制 捜 査 で C A D は
Baker
Tillyから数多くの関連書類
CNファイル写真 を押収しないままであった。CHC
の2003年と2004年度会計監査報告
捜査官のケビン・ハン
書そして、Xtronの2003年、2004
年、2009年度決算報告書も押収する
ことはなかった。ハンはCHCを監査担
CAD信条によると、CADスタッフは「
当していた者から、データ保存された
法律をすべての人に適切且つ、公正に
書類や電磁的記録は一切押収しなかっ
恐れと偏見なく行使し、CADはその捜
ただけではなく、データ保存された監
査を情熱と確信を持って行い、迅速に
査調書の存在さえ知らなかったことを
義務を遂行する。」と宣言している。
認めた。ハンはデータ保存した文書の
弁護人エドウィン・トンの反対尋問
提示を監査人に求めなかったことを認
に応えて、捜査官ケビン・ハンは捜査
めた。
に十分納得した上で、検察側に被告人
を起訴する提言をしたと証言した。ま
3. 昨年9月12日にフォン・ダオチンが

2003年特別監査問題になる
2月6日、弁護人エドウィン・トンは
Baker Tilly 監査マネージャーである
フォン・アイファンにCHCの2003年
特別会計監査について質問した。これ
はフォン・ダオチンが教会のエグゼク
ティブ会員に向けて発表したビデオの
中で自分を「主導的パートナー」と言
っていた件である。
フォン・アイファンは自分には覚
えがないと証言。
彼女の記憶を助けるために、トン
はこの特別監査の記録差し押さえを要
求した。検察は、Baker Tilly弁護人と
協議した結果、裁判所にその特別監査
報告書は破棄したと報告した。破棄の
ための具体的な理由は述べられていな

い。トンはBaker Tillyの書類保存期間
について質問。フォンは6年か7年だ
と答えた。
しかし、トンは2011年にシャロ
ン・タンの弁護人がBaker Tillyから入
手した2002年と2003年付の監査報告
書を証拠として提示した。フォンは、
このように同時期の書類は廃棄されて
いないのに、なぜ特別監査報告書だけ
が廃棄されてしまったのか自分にも分
からないと証言した。
もし2003年特別監査報告書が破
棄されていなければ、Baker Tillyの監
査人4人の証言がなぜ一貫していない
のかを説明するための一筋の光を差し
込むことになっただろう。

被害届（FIR）・汚職、麻薬取引及び重大犯罪法
（CDSA）・疑わしい取引報告（STR）とは何か？
n 被害届（First Information
Report）

被害届（FIR）とは、違反行為につ
いて最初に通報されたときの届出の
ことである。最初にこの情報が警察
署に寄せられたら、警察官もしくは
権限保持者が手書きで、報告書を記
録する。被害届は警察が捜査を開始
する準備をさせるものではあるが、
捜査開始指示は警察署からである必
要はない。告発された者は、弁護の
ためにこの被害届の認証謄本コピー
を求める権利がある。被害届が作成
されなかった場合は、事件撤回の要
素にはならないものの、通常被害届
のない事件は疑惑が解消されたり、
検察の立証が弱まる傾向にある。ま
た、被害届作成を怠った場合、証拠
法116条のもとで被害届を出した人が
不利な立場になるのを回避するため
に、裁判所にその基本的な情報を提

証言したときに明らかになったのは、フ
ォンが被告人たちに対し送受信したEメ
ールを監査マネージャーであるフォン・
アイファンに印刷させ、内容を確認して
いたことである。これが明らかになって
初めてCADは2013年9月13日に第二回
目の強制捜査に踏み切り、関連ファイ
ルを没収したのである。フォン・アイフ
ァンは、後に公判でCADが最初にBaker
Tillyに強制捜査した2010年の後も自分
のパソコンにはアクセス可能であったた
め、CHC裁判に関わる書類やEメールを
すべて印刷し、2つの青いファイルに保
存していたと証言した。
4． 誰がいつ、どのような書類を没収す
るかを決定するのかという質問に対し、
ハンは昨年9月に検察庁から特にその2
つの青いファイルを押収するようにとい
う指示を受けたと証言。
5． 首席弁護人マイケル・コーはCHC事
件の被害届（FIR）にいつてハンに質問
した。この被害届は通常シンガポール警
察局が捜査を開始するきっかけになる調
書のことである。ハンがこの被害届の日
付を2005年だったと言ったことがきっ
かけでこのことが争点の的に発展した。
（ハンが被告人に被害届を申し立てたの

出する。（Tan Cheng Kooi v PP）資
料：シンガポール法律教育機関より
n汚職、麻薬取引及び重大犯罪法

（CDSA）・疑わしい取引報告（STR）

汚職、麻薬取引及び重大犯罪法は、
シンガポールにおける不正資金浄化
を取り締まるための基本的な法律で
ある。汚職、麻薬取引及び重大犯罪
法は、360種類以上あり、麻薬取引
から得た犯罪資金やその他の重大な
犯罪について定めている。また犯罪
行為によって得た収益を没収するこ
とが許されている。汚職、麻薬取引
及び重大犯罪法39条（１）は、その
犯罪活動に関わる疑わしい所有物が
あると見なされた場合、その本人の
経営や雇用の最中に関わらず、疑わ
しい取引報告の法律が施行される。
これを怠った場合、刑事犯罪とみな
される。（資料：Commercial Affairs
Department www.cad.gov.sg）

は2010年になってからであった）検察
はハンが指摘していたのは被害届では
なく、疑わしい取引報告（STR）だっ
たと説明。STRは内部告発者を保護す
るために証拠として提示することが法
律で禁止されている。（四角の中を参
照）それゆえ検察は告発内容に関して
2005年のSTRを質問することはできな
いとした。
6． 首席弁護人N. スリニバサンは2012
年にCADに対してFIRの提示を求めたの
に、受け取ったのはNP299 という書類
の写しだったと報告した。その後、ハ
ンは実際には N299 をFIRと見なしてい
ないことが分かった。ここから実際の
FIRはどのようなものであったのかとい
う疑問が提起された。
コーの反対尋問で明らかになったこ
とは、チュウ・インハンを取り調べし
た刑事課の係官がチュウに対し、不正
経理の罪で取調べをしていると告げた
ことだった。チュウは自分が捜査対象
であることも、現在容疑がかけられて
いる背任罪や背任罪共謀をほう助した
ことに対して捜査されることに関して
も公式通知は何も受けてはいなかった
ことが明らかにされた。
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「証拠不十分による閉廷」意味するところとは
今回検察側の審理が終わり、CHCの裁判で起訴された被告人６人の弁護人は「証拠不十分による閉廷」を申し立てる準備
をしている。CityNewsではこの意味を探っていく。
シティニュースチームによる

法廷の手続きでは、検察側は被告が罪に
問われているそれぞれの要素に関して
prima facie明白な証拠を示す責任を負っ
ている。
Prima
Facieとは、現代の法廷用語
で、事件証拠が事実から鑑みて一見して
明白であることを意味する。明白な証拠
とは決定的、あるいは反駁出来ないもの
である必要はない。この時点では事件に
反証する証拠は考慮されず、両者がこの
案件を本裁判に持ち込むことに利点があ
るかだけが考慮される。
CityNewsチームの調査に基づくと、
刑法に則った裁判においては一旦検察が
被告に対する起訴を終わると、弁護側が
判事に起訴内容（とその証拠）が犯罪の
一部あるいは全部を適切に証明しておら
ず、それゆえ被告人は無罪である、と提
議することができると理解されている。
これが「証拠不十分による閉廷」の申し
立てである。

ほとんど状況証拠（間接的推
定証拠）であるという場合に
生じる。
第二に、証拠が非常に
弱く、陪審員が誰も被告人が
犯罪を犯したある程度の確証
を持てない場合も「証拠不十
分による閉廷」を提議するこ
とになる。(参照: Galbraith
[1981] 1 WLR 1039) 証 拠
が被告人の犯罪を有罪とする
のに十分有力であると主張す
るのは検察側の仕事である。
判事が証拠の質と信頼性、そして検
察側、弁護側の両者からの提案を考慮す
る。
もし弁護側の「証拠不十分による閉
廷」申し立てが法廷で受け入れられた場
合、被告人は釈放される。もし法廷が「
証拠十分」とみなした場合は、弁護側の
審理を開始し、その証人を召喚すること

一旦検察が被告に対する起訴を終わ
ると、弁護側が判事に起訴内容（と
その証拠）が犯罪の一部あるいは全
部を適切に証明しておらず、それゆ
え被告人は無罪である、と提議する
ことができると理解されている。こ
れが「証拠不十分による閉廷」の申
し立てである。
「証拠不十分による閉廷」になるか
どうかには二つの要件のどちらかを満た
す必要がある。
第一に、もし告発されているような
犯罪を被告人が犯したのか実質的な要素
を証明する証拠が存在しない場合、「証
拠不十分による閉廷」の申し立てを進め
ることになる。このような提議は、証人
が法廷で信頼できない、もしくは証拠が

になる。
今回の6人に対する裁判では、検察は
被告人が背任、もしくは/及び 不正経理
を行ったという罪を告発している。主任
検察官マービス・チョン率いる検察チー
ムは、9か月に渡って計14人の証人を召喚
した審理を2月10日に結審した。
CityNewsチームは、弁護人数名に「
証拠不十分による閉廷」を申し立てる意
図があると理解している。彼らは3月10日
までに法廷に申立書を提出しなければな
らない。
検察は申立書に対する返答を3月28日
までに書類で提出しなければならない。
主任地方判事のシー・キーオン氏は
両者の提出書類及び口頭での主張を4月8
日に検討する予定。
もし、検察側がPrima Facieを確立し
ていると判事が判断した場合は、弁護側
は提訴された審理に応じ、7月14日から証
人を召喚することになる。

犯意：あったか否か？

初めに：弁護側は犯意を否定する証拠を提示したものの、検察は6名の被告に犯意があったことを主張した。
シティニュースチームによる

ラテン語で犯罪意思とは「犯罪的精神」あるい
は犯罪を犯そうとする意思のことである。コー
ネル大学法科大学院によると、法廷で話し合わ
れる全ての犯罪には二つの要因があると言われ
ている。一つは、犯罪行為つまり法律に反する
行為をすること、もう一つは「犯罪意思」、こ
れは意図的にある行為をすることを意味する。
検察が被告人を有罪にするためには、犯意およ
び犯罪行為の両方を立証しなくてはならない。
それとは逆に、交通違反や法定強姦の場合は、
犯意があったかどうかの立証を必要としない厳
格責任犯罪だ。
言い換えると、その人が犯意を抱いていた
どうかで刑事責任を問えるのだ。つまり、その
人が自分の取る行動が損失または害をもたらす
ことを知りながら間違った行動をしたり、無謀
で怠慢な行動をしたかが問われる。
CHCの裁判においては、会堂建設資金が悪
用、もしくは不正使用されたという疑惑が主な課
題である。論点は被告人6名が教会に不正損失を
与えようとする犯意があったかどうかである。
検察はを被告たちがXtronとFirna両会社に
投資したように見せかけ共謀したことを示し、
彼らに犯意をあったことを証明しようとした。
検察官のマービス・チョンは 「この債券が返
済または元本回収の可能性があるのか熟考する
こともなかった」と主張した。また「CHCの

監査役の目をごまかす」虚偽を目的とした投資
に関する他の取引をしたとしても告発されてい
る。
現在まで、弁護側は被告人がCHCの利益を守る
ために導入した配慮と対策を文書化したものを
法廷に証拠として提出している。その他にクロ
スオーバープロジェクトの詳細かつ妥当的収入
の予測表も提示した。またFirnaが財政力のある
企業であり、Firnaのオーナーでもあり、ビジネ
スマンでもあるワイユー・ハナフィの保証もあ
ったことも示した。
それに加え、Baker Tillyは債券の資金源や
その使用目的だけでなく、他の関連する取引詳
細の情報を得ていたのだ。監査人は、2003年以
来、クロスオーバープロジェクトに教会の資金
を使用することが敏感な課題であり、特に慎重
でなくてはならないことを十分認識していたゆ
え、常にCHCとXtron両方の会計簿の公正性を
確保するよう注意してきた。
特に、検察側の立証最終日には、提出され
た2009年のXtronの監査調書が監査人の心情を
示してると弁護側によって証拠として提示され
た。内容はこれまで数年間の監査と一貫してい
たものであること、クライアントの対応など、
必要な時にBaker Tilly にどのような情報が提供
されてきたのかは重要だ、とコン・ヒーの弁護
士エドウィン・トンは話した。

CCNファイル写真

コン・ヒーの弁護人エドウィン・トンは監査人の心理状況を明ら
かにしようとした

2014年1月16日 副検事官マービス・チョンと弁護
人N. スリニバサンのやりとり
マービス・チョイ: 弁護側の意見は、監査人は不正とは
見ていないのだから不正行為はなかったと仮定している。そ
れはまるでバート・シンプソンが「僕はしてないよ。誰も僕
がしたところを見てないんだから、君たちは何も証明できな
いんだ」というのと同じようなものではありませんか。
N. スリニバサン : 裁判官、その件について申し上げ
たいことがあります。私たち弁護の防衛線はバート・シン
プソンではありません。犯意についてもっと論じるべきで
すし、これからはそうしていきます。フォン・ダオチンが
証言台に立った日からそれは明白です。なので、博学なる
我が友よ、どうか邪魔しないでください。
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ニュースフラッシュ！

Straits Times（1月15日付）

元財務マネージャーファッションビジネ
スを始める

1月までの一般メディアのCHC裁判を取
り巻くニュースは落ち着きを見せたよう
だ。その中でも目を引いたニュースを取
り上げてみた。

The New Paper（1月15日付）

元財務マネージャーファッションビジネ
スを始める

シティニュースチームによる

同じ日に、一般紙はMissy Stellaの内容をス
クープした。セリーナ・ウィーとシャロン・
タンのオンラインショップがちまたの噂と
なった。新聞紙上では、セリーナがMissy
Stellaのどの商品を裁判所に着てきたかを話
題にした。これらは今回の公判のサイドショ
ーに過ぎないが、趣味良く掲載され、新しい
視点を提供した。

The New Paper （1月14日付）

シティハーベスト裁判の再開で主役の座を奪う女
性たち

注目を集めるカバー写真とは別にThe New Paperの焦
点はCHCの共同創始者サン・ホー、被告人セリーナ・ウ
ィー、監査人ティアン・イーの3人だった。 評価でき
る内容だ。裁判所でのその日の3つ
の異なる見方が明らかにされた。他
の新聞では見られないものだった。

AsiaOne（2月9日付

CHC裁判：監査会社Teddy
て知っていた」

Tillyは「架空取引につい

鋭い読者からシティニュースにこのような見出しが寄せられ
た。このAsiaoneの記者が「Teddy Tilly」とタイプしたとき何
を考えていたかは不明だ。一つ言えることは、見出しをタイプ
していたときにTed Bakerのウェブサイトを見ていた。そして
Ted Baker とBaker Tilly を合わせて、Teddy Tillyになってし
まったのではないか。

忍耐

望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。

		

ローマ12：12

シティハーベストチャーチ

www.citynews.sg

9

特別限定版

公判でのやりとり

激しいやり取り、容赦ない妨害、サンタクロー
スやバート・シンプソンといった架空人物の登
場が1月・2月の公判をにぎわした。シティニュ
ースが興味深い内容のいくつかを取りあげた。
シティニュースチームによる

AMACがサンタクロースに
渡した投資を償還するために、教
会もしくは誰か別の人が、教会内のアレ
ンジで、イースターバニーに投資と見せか
けて、教会資金を流し、イースターバニー
がそのお金を今度はサンタクロースに渡
し、元々の投資を教会に払い戻すと
したらどうでしょう？

監査チームは2003年以来同じ
考え方を用いてきた

フォン・アイファンの反対尋問を通し
て、弁護人エドウィン・トンは2003年
から監査チームが、ある特有の考え方を
持ってCHCチームと働いてきたと説明
した。この考え方は、疑惑が持たれてい
た期間も同じである。
「最終的にこの件について申立てをし
ます。今証人が認めたように、私たちが監
査人たちに渡した全ての情報がこのファイ
ルの中に記録されます。その申立てという
のは、犯罪に関するものです。私の立場で
はそれが非常に明確です。」

答えを明確にす
るとかではではな
く、これはもう別のシ
ナリオです。裁判官、も
しこのまま続ける許可を
するなら、私はイースタ
ーバニーと、もしかした
ら歯の妖精にも質問する
ための許可を頂くこと
になります。

「調査」の意味

業務担当パートナーのティン・イーと、監査マ
ネージャーのフォン・アイファンとの間で交わ
されたEメールは、Xtron債券購入に対する広
範囲に及ぶ調査をしを示している。債券購入同
意のための「調査」とは何かという首席弁護人
カナン・ラメシュの問いにフォンは悩んだ。

ラメシュ：ティアン・イーは、あなたにXtronの
債券取引を取り巻くすべての関係書類を捜すよ
うに、またCHCの会計報告書をセリーナからも
らうように言ってきましたね。そしてあなたは
彼女とこのことについて話し合いましたね？そ
うですか？
フォン：その通りです。
ラメシュ：調査したということですね？
フォン:ちょっと調べていただけで、調査ではあ
りません。

我が博学なる友が
「つらいな」顔をし
ているのはどうした
ことでしょう。

たましいの価値

首席弁護人のマイケル・コーは、教会の
管財人タン・ユーミンにクロスオーバー
プロジェクトの価値を問う。

お金は損失していない
「見せかけ」の投資の疑惑に対
し、首席弁護人 N.スリニバサンは
これらの投資に使われた資金が最
終的にどこにいったのかシム・グ
アンセンに問い正した。

スリニバサン：では、事前賃貸とし
てXtronに渡ったお金は戻ってきた
んですね？
シム：はい。
スリニバサン：特別時基金投資に流
れたお金は、後に戻ってきたのです
よね？そうですか？
シム：はい。
スリニバサン：Firna債券購入に使っ
たお金は償還されたのですよね？そ
うですか？
シム：はい。
スリニバサン：Xtron債券は一方で
事前賃貸によって償還されたもの
だが、この事前賃貸が戻ってきたと
き、債券も償還されたのですか？
シム：はい。
スリニバサン：全部利息がついてで
すよね？
シム：はい。

コー：
		
タン：
コー：
タン：
		
		
		

たましいの救いをドルとかセントと
かお金の単位で測れますか？
いいえ
値段がつけられないほど高価？
はい。たとえ一人でも神を知るよう
になったのであれば、今まで費やし
たお金はそれだけでも価値があった
と私は思います。

私も
つらい
なぁ

「つらいな」
じゃなくて
「つらい」で
しょ。

監査チームのプロセス

首席弁護人のアンドレア・マニアンは、フォン・アイファンの証言を通し
て、監査スタッフがXtron債券の会計処理に対するCHCとXtronの両方の目
的を認識していたと立証した。
マニアン：あなたの会社の監査スタッフが会計における正確な数字に注意を払っていた
のは明らかです。そうであるのが一般的判断では？
フォン・アイファン：はい。
マニアン：その過程の一部として、彼らはXtronの会計だけを調べていただけではな
く、既に監査済であったシティハーベストの会計と比較しながら調べていましたね。
フォン：はい。

間違った中断方法

副検事官のタン・キャアペンは、ティアンがフォン・ダオチンの証言から距離を置いていたと言ったスリニバサンの主張に反論
した。判事は、ティアンが自ら距離を置こうとしていたという内容の報告書をスリニバサンに読み続けることを許可したが、副
検事官は弁護人の話を止めようと挙手し、割り込んだ。
裁判官：その異論が根拠のあるものなら認めます。極力、反対尋問を途中で妨げないようにしてください。
スリニバサン：裁判官、私には義務があります。フォンさん・・・
タン：待って。
裁判官：タン検事。
タン：裁判官、まだ終わっていません。彼は間違って引用して・・・
裁判官：タン検事、あなたに言いたいのですが「待って」などと一言叫んで、この公判を妨げないでください。
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裁判所でのシーン
訴えられている6人の被告人（上左から）：ジョン・
ラム、コン・ヒー、シャロン・タン、チュー・イン
ハン、タン・イーピン、セリーナ・ウィー

弁護団（反時計回りに上か
ら）：ケネス・タン、エド
ウィン・タン、カナン・
ラメシュ、マイケル・コ
ー、N.スリニバサン、アン
ドレ・マニアン

公判中メディアチームと
運営チームは多くの手助
けをした
副検事官（左から）：クリ
ストファー・オン、マービ
ス・チョン、タン・キャッ
トペン

笑顔とサポートを運ぶ：（左から）CHCシドニーから
ジョン・リー牧師とCHC宣教部長のボビー・チャウ：
（左）CHC共同創始者のサン・ホーと夫のコン・ヒー

