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コンプライアンスDX
-内部通報制度のパラダイムシフト-
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本日の流れのご説明と冒頭のご挨拶

１．改正公益通報者保護法のポイント（横山）

２．ガバナンスシステムの限界と内部通報制度の重要性（山﨑）

３．内部通報制度を再定義する –Corporate Wellnessアプローチ-（久保）

４．パネル・ディスカッション／質疑応答

本日のウェブセミナーの流れ
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AsiaWiseのご紹介
2018年、アジア発のクロスボーダー・プロフェッショナルファームとしてAsiaWise
法律事務所を設立

2021年、Data driven Professional FirmをコンセプトとしてAsiaWise Digital Consulting 
& Advocacyを設立

2021年、山﨑の加入と機を一にしてGRC（Governance, Risk Management & 
Compliance）チームを立上げ
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日本企業がクロスボーダー分野において抱える課題を、法律、IP、リスクマネジメ
ント、税務等の専門家がワンチームとなり解決するプロフェッショナルファーム
として、グローバル内部通報の問題に注力する



1. 改正公益通報者保護法のポイント
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1. 改正公益通報者保護法及び企業にとってのポイント
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公益通報対応業務従事者（第1項）

事業者は、第三条第一号及び第六条第一号
に定める公益通報を受け、並びに当該公益
通報に係る通報対象事実の調査をし、及び
その是正に必要な措置をとる業務（次条に
おいて「公益通報対応業務」という。）に
従事する者（次条において「公益通報対応
業務従事者」という。）を定めなければな
らない。

事業者がとるべき措置（法第11条）

必要な体制整備（第2項）

事業者は、前項に定めるもののほか、公益
通報者の保護を図るとともに、公益通報の
内容の活用により国民の生命、身体、財産
その他の利益の保護に関わる法令の規定の
遵守を図るため、第三条第一号及び第六条
第一号に定める公益通報に応じ、適切に対
応するために必要な体制の整備その他の必
要な措置をとらなければならない。

従事者の守秘義務（法第12条）
＋

罰金（30万円以下、法第21条）

報告・勧告等（法第15条）
← 過料（法第22条）

公表（法第16条）



2. 指針による具体化（法第11条4項）
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⇒ 「指針」及び「指針の解説」によって具体化

2020年6月8日 改正法成立

2020年6月12日 改正法公布（令和2年法律第51号）

2020年10月～2021年3月 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会開催（全5回）

2021年4月 検討会報告書公表

2021年4月～5月 指針に対するパブリックコメント手続

2021年8月20日 指針公表（※ 指針の解説は、現在策定中）

2022年6月 改正法施行



3-1. 指針における必要な体制整備の全体像
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1. 部門横断的対応体制 2. 公益通報者保護体制 3. 実効的通報対応体制

窓口設置義務

独立性確保

調査・是正措置の
実施

利益相反排除

不利益的取扱いの
防止

範囲外共有等防止

教育・周知

通報者への
フィードバック

記録保管・
役員等への開示

内部規程整備

記録保管
評価・点検

役員等への開示



3-2. 要素① －部門横断的対応体制について
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・常時使用する労働者数：301人～（300人以下であれば努力義務）

・子会社等含むグループ全体の通報窓口設置の場合：
✓ その旨、子会社等自身の内部規程にてあらかじめ規定
✓ 窓口対応に関する責任者は子会社等にも設置

・組織の長その他幹部からの独立性
例）監査機関（監査役・監査等委員会・監査委員会等）への

報告その他モニタリング

・「事案に関係する者」を「関与させない」こと

・「事案に関係する者」の具体的範囲：
内部規程において明記しておくことが望ましい

・「関与させない」措置：
✓ 関係者であることが判明した段階で除外
✓ 公正さが確保できる部署のモニタリングを受けながら
対応



3-3. 要素② －公益通報者保護体制について
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・不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置として、公
益通報者に対して能動的に確認する、不利益な取扱いを受けた
際には内部公益通報受付窓口等の担当部署に連絡するようその
旨と当該部署名を公益通報者にあらかじめ伝えておく等が考え
られる（検討会報告書）。

・範囲外共有：
公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共
有すること
⇒諸般の事情を考慮し、場合によっては懲戒処分等の対象へ

・特に、ハラスメント事案等で被害者と公益通報者が同一の事
案においては、公益通報者を特定させる事項を共有する際に、
被害者の心情にも配慮しつつ、書面によるなど同意の有無につ
いて誤解のないよう、当該公益通報者から同意を得ることが望
ましい（検討会報告書）。



3-4. 要素③ －実効的通報対応体制について
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・職制上のレポーティングラインに公益通報が寄せられた場合
→「公益通報者を特定させる事項」の秘匿ルールの差異 等
⇒「範囲外共有の禁止」の徹底した体制構築

・書面により内部公益通報を受けた場合：
→是正措置等に関する通知の実施

・内部公益通報受付窓口の担当者以外の者（いわゆる上司等）
が公益通報を受け取った場合の対応

・定期的な評価・点検の方法として、労働者及び役員に対して
内部公益通報対応体制の周知度等についてアンケート調査を行
う…（検討会報告書）

・以上の内容について、内部規程にて明確化



4-1. 公益通報対応業務従事者の範囲と範囲外共有等防止の関係
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公益通報対応業務従事者

通報窓口担当部署

調査担当部署調査担当者

範囲外共有等防止の対象

公益通報を受け取った
上司等

目撃者・参考人等是正措置担当部署是正措置担当者

公益通報対応業務従事者（以下、「従事者」）

＝「公益通報対応業務を行う者」かつ「公益通報者を特定させる事項を伝達される者」

特に調査担当者・是正措置担当者は、通報案件単位で、都度従事者となり得る

通報窓口担当者ではないものの公益通報を受領した上司等、また通報案件にかかる目
撃者・参考人等は、従事者でないものの範囲外共有等防止の対象となり得る

内部監査人
「公益通報対応業務を行う者」

かつ
「公益通報者を特定させる事項を伝達される者」

「公益通報者を特定させる事項を伝達される者」



4-2. 守秘義務及び範囲外共有等防止の対象と「正当な理由」（法第12条）
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公益通報をした人物が誰であるか「認識」することができる事項をいう。公益
通報者の氏名、社員番号等のように当該人物に固有の事項を伝達される場合が
典型例であるが、性別等の一般的な属性であっても、当該属性と他の事項とを
照合されることにより、排他的に特定の人物が公益通報者であると判断できる
場合には、該当する。「認識」とは刑罰法規の明確性の観点から、公益通報者
を排他的に認識できることを指す。（検討会報告書）

「公益通報者を特定させる事項」

「正当な理由」がある場合とは、漏らす行為に違法性がないとして許容される
場合をいい、例えば、公益通報者本人の同意がある場合のほか、法令に基づく
場合や、調査等に必要である範囲の従事者間で情報共有する場合等が想定され
る。また、ハラスメントが公益通報に該当する場合等において、公益通報者が
通報対象事実に関する被害者と同一人物である等のために、調査等を進める上
で、公益通報者の排他的な特定を避けることが著しく困難であり、当該調査等
が法令違反の是正にとりやむを得ないものである場合には、「正当な理由」が
認められるといえる。（検討会報告書）

「正当な理由」



2. ガバナンスシステムの限界と内部通報制度の重要性
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AsiaWise Group GRCチームリーダー紹介
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山﨑 耕平

公認会計士

kohei.Yamazaki@awdigital.consulting

070-2661-9758

<Experience Summary>

公認会計士試験合格後、大手会計事務所にて、東証第一部上場企業に対する法定監査業務、国際
税務コンサルティング業務に従事したのち、大手会計事務所の中国事務所に赴任し、中国に進出す
る日系企業に対する国際税務コンサルティング業務に従事。帰任後、大手会計事務所のリスクアドバ
イザリー部門に勤務し、グローバル企業のガバナンス強化プロジェクト、国内外拠点の不適切会計や
品質不祥事に関連する各種調査、海外複数拠点に対する内部監査、贈収賄テーマ監査、中国テクノ
ロジー規制対応調査など、グローバル企業のGRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）領域に関する
アドバイザリー業務を多数手掛ける。専門家のボーダーを超えたグローバル企業への価値提供に大き
な可能性を感じ、2021年5月にAsiaWiseグループ加入。

<経歴>

2004年慶応義塾大学総合政策学部を卒業、2007年公認会計士試験合格。同年KPMG 有限責任あ
ずさ監査法人入所。2012-2013年清華大学（中国） 人文社会科学学院にて中国語留学 、2013-2017
年PwC税理士法人勤務、うち、2015-2016年PwC上海事務所勤務。帰国後、2017年-2021年有限責任
監査法人トーマツのリスクアドバイザリー事業本部にて勤務した後、2021年5月AsiaWiseグループ加入



3ラインディフェンスと内部通報

ガバナンスの役割分担を企業の機能・組織別に整理した概念として3ラインディフェンスがある。

内部通報機能は3ラインディフェンスの役割で拾いきれない「有事」のリスクを把握する為の重要
な仕組みとなる。

© AsiaWise
15

マネジメント

第2ディフェンスライン(2線)
本社管理部門

第1ディフェンスライン(1線)
海外子会社

第3ディフェンスライン(3線)
内部監査部門

内部通報
(社内／社外)ｓ

ｓ

ｓ
ｓ

報告

報告

方針提示
平時モニタリング

方針提示
平時モニタリング

内部統制 ｓ

有事
通報

内部統制

機関設計

平時モニタリング

平時モニタリング



ガバナンスシステムの限界と内部通報(1/2)

2線、3線によるガバナンスと外部監査人監査の限界・課題の例
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本社管理部門
(2線)

内部監査部門
(3線)

海外子会社
（1線）

経理部
品質管理
部等

法務部

現地
外部監査人

ｓ

ｓ

各専門領域の
方針提示と
モニタリング

財務諸表に影響を
与えるプロセス
の検討・評価

合法性と合理性の
観点から経営諸活
動の遂行状況の検
討・評価

管轄領域以外の責任はない
方針提示後の現地浸透は各社の責任
海外のことはよくわからない
モニタリングは監査部に任せる
全ての海外子会社の面倒を見るにはリソースがない
報告されなけらばわからない

他部門の取り組みを知らない
専門領域はよくわからない
検討すべき範囲が広すぎる
海外子会社をみるリソースがない
サンプルでしか見れない
隠されたらわからない

問題があってもFSに影響なければよい
怪しくても少額取引は見る必要ない
工数をかけられない
過去の取引は改めて見ない
サンプルでしか見れない
隠されたらわからない

各部門から同じことを問われる
管理人員は少ないのに大量の本社報告や監査対応が必要
本社指摘は現地リスク認識と乖離
本社から現場の悩みの改善に向けた助言や支援はない
問題はあるが、対応が面倒、責任取らされるので報告しない



ガバナンスシステムの限界と内部通報(2/2）

内部通報制度は、グループガバナンスの課題・限界を補完する装置である
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ライン 主体 ガバナンス機能 課題と限界

1線 海外子会社
日常的な統制活動による
各種リスク対応

• マネジメントによる内部統制の無効化、従業
員による内部統制の逸脱、内部統制の未整備

• 要員不足による職務分離・ローテーション不
足、惰性による内部統制の機能不全

2線 本社管理部門
各専門領域の方針提示と
モニタリング

• 自部門専門領域のみの部分最適化
• リソース不足によるモニタリング機能の不在

3線 内部監査人
合法性と合理性の観点か
ら経営諸活動の遂行状況
の検討・評価

• 監査リソース（監査人員や期間）不足
• 広大な監査対象領域、専門性の不足
• 現地実務に精通していない
• 監査サンプル外の不正リスク残存

外部 外部監査人
財務諸表に影響を与える
プロセスの検討・評価

• 財務諸表の適正性に影響を与えない問題の軽
視

• 監査サンプル外の不正リスク残存

不正や不祥事を滞留なく企業グループのリスクマネジメントを主管する部門や経営陣に報告す
るため構築されたグループガバナンス（報告やモニタリング機能)を補完する企業の自浄作用

内部通報制度



真のCorporate Wellnessの達成に向けて

各ディフェンスライン施策の情報共有（Data Base化）によるシナジーにより、各施策のムリ・
ムダ・ムラを無くし、企業グループの重点対応リスクへ経営資源を配分することが鍵
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本社管理部門
(2線)

海外子会社
(1線)

内部監査部門
(3線)

内部通報
(社内／社外)

◆ CSA(Control Self Assessment/
統制自己評価)の実施

◆ 重点対応リスクへの対応

◆ グローバルポリシー導入によ
る共通会話基盤の確立

◆ CSAのサポート
◆ 各部門との情報連携
◆ 従業員サーベイ実施
◆ 3線との連携
◆ 重点対応リスクの識別、問題
提起、支援

◆ 2線との連携監査
◆ 他部門のモニタリング施策の

把握、監査効率化検討
◆ 重点対応リスクの識別・問題
提起、支援

GRC
Data Base

◆ 現場の生の声の発出
◆ 双方向コミュニケーションへ
の昇華

連携

✓ CSA結果
✓ 自社の課題

✓ 有事情報
✓ 現場の課題

✓ アンケート結果
✓ リスク情報

✓ 監査結果
✓ 改善提案

青字：明日から検討されるべきAction Item



CSA/統制自己評価の例 ～贈収賄リスク～

贈収賄リスクに応じて具備されるべき統制の標準評価シートを策定し、海外子会社自身にその統制
を自己評価させるCSAはコロナ禍移動制限環境下での有効な手段

贈収賄リスク統制評価シート策定時は、法務部のみならず、業務プロセスを管轄する内部統制部門
等の連携がポイントとなる
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インド
子会社

南米
子会社

中国
子会社

本社管理部門

◆ 贈収賄規程マニュアル
整備

◆ 第三者リスク管理体制
◆ 全従業員定期コンプラ

研修

法務部 内部統制部

◆ 経営メッセージあり
◆ 接待贈答ポリシー整備
◆ 取引先選定プロセス
◆ 民間事業

◆ 現地版行動規範等なし
◆ 経営が不透明
◆ 不透明な経費プロセス
◆ 政府系事業

内部通報
(社内／社外)

内部監査
部門

結果共有
連携

贈収賄リスク統制評価シート

報告
報告

報告

配布 配布 配布

現場の声



2線/3線連携監査の例 ～品質不正リスク～

品質不正リスクに対しては、法務、品質等の専門的知見を有する本社管理部門（2線）と監査／調
査の専門的知見を有する監査部門（3線）の連携により、本質的な「リスクの見える化」が達成さ
れる
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中国
子会社工場

本社管理部門（2線）

法務部 品質管理部

内部監査部門
（3線）

内部通報
(社内／社外)

検査データ
改ざん？

品質不正対応監査

◆ 各種規制・契約知見
◆ 検出事項の法務リスク
評価

◆ 品質管理プロセス知見
◆ 技術的知見
◆ 検出事項の品質リスク
評価

◆ 監査/調査対応
◆ 内部統制の評価
◆ 問題の検出



AsiaWise Group GRCチームが提供するサービスのご紹介

AsiaWiseが立ち上げたGRCチームでは、会計士、弁護士等の専門家間のシームレスな連携により、
企業のクロスボーダー領域の課題解決をサポートします
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Global Policy

策定

➢ 各種グローバルポリシー策定支援

• グループガバナンスの根幹・子会社との共通会話基盤と
なる、各種グローバルポリシー（関係会社管理、贈収賄、
会計税務、個人データ保護、データ利活用等）策定支援

CorpWell

Checkup

ＣＳＡ（統制自己評価）実行支援
• 伝統的な販売・購買・経費プロセス等の内部統制に加え
て、贈収賄、競争法、個人データ保護法等コンプライア
ンス領域に関連する統制自己評価の実行支援

CorpWell

Survey

内部監査／調査支援
• クロスボーダー領域の豊富な実務経験を有する内部監査
／調査実行支援

• 発見事項に対する法務リスクへのアドバイス



3. 内部通報制度を再定義する –Corporate Wellnessアプローチ-
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1. 内部通報の現状 –過去アンケートより

グローバル通報制度の導入は道半ば。リソース不足やそれを補おうとした場合の
外部サービスのコスト高のほか、各国法令対応（通報者保護、個人データ保護
等）への懸念が阻害要因か

通報件数が少ないことへの懸念が大きい。他方で、どの程度の通報件数があれば
「健全」なのか、未だに共通理解は形成されていない

© AsiaWise
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内部通報制度の導入状況 課題意識の所在

36%

35%

29%

各国単位での導入

グローバル通報制度あり

日本国内のみ

0 10 20 30 40 50 60 70

通報件数の少なさ

通報対応の画一性

コンプライアンス／ガバナンスへの連結

制度導入・維持のためのリソース不足

制度導入・維持費の高さ



従業員サーベイ？

3. 内部通報の常識を疑う①：通報件数は少なくてもよい!?

© AsiaWise
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違和感 不満 憤り 悲鳴健全な状態

セルフチェック
定期監査 等 内部通報

内部通報は最後の「悲鳴」。実は通報件数が少ないことは大きな問題ではない。

むしろ、最後の悲鳴に至る前の「違和感」、「不満」、「憤り」をいかに拾って
いくかが重要。

内部通報と、従業員サーベイ、セルフチェック・定期監査等との役割分担によっ
て、現場の声を「見える化」するという発想。



従業員サーベイ

4. 内部通報の常識を疑う②：内部通報は秘密性が高い!?

© AsiaWise
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違和感 不満 憤り 悲鳴健全な状態

セルフチェック
定期監査 等 内部通報

コンプライアンスDB

たしかに内部通報における個別案件の詳細は秘密性が高い。

しかし、そこから得られる教訓は組織全体で情報共有されてしかるべき。内部通
報の結果をまとめた統計データは企業のコンプライアンスDBの一部を構成する。

コンプライアンスDBをもとに、コンプライアンス体制・ガバナンス体制の(再)設計
をするという発想が必要。

統計データ化



5. 内部通報の常識を疑う③：内部通報は従業員の多くにとっては無関係!?

© AsiaWise
26

内部通報が現場の声の「見える化」ツールであり、

その結果が企業全体のガバナンス方針に反映されるもの（Workplace Democracy）で
あるとすれば、

内部通報は企業全体の健全化（Corporate Wellness）実現のための活動といえる



パネルディスカッション
「内部通報窓口の現場の悩みを議論する」

久保 光太郎

AsiaWise 法律事
務所 代表弁護士

梶 真紀

日本シイエムケ
イ株式会社

法務課長



・通報者の匿名性保護は、どこまで追求すれば及第点なのか？
・通報者への不利益的取扱いの禁止も、100％保障するのは困難ではないか？

(1) 通報者保護について

© AsiaWise
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現場の悩み

【指針】
第４ 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置（法第11条第２項関係）
１…
２ 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなけれ

ばならない。
(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置
(2) 範囲外共有等の防止に関する措置



内部通報は「最後の砦」以上でも以下でもないのか？どこまで敷居を下げる、
又は門戸を大きく広げて、通報受け入れるべきものか？

(2) 内部通報窓口の位置づけ

© AsiaWise
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現場の悩み

【改正法】
第２条（定義）
１ 公益通報
２ …
３ 通報対象事実

【指針】
第４ 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置（法第11条第２項関係）
１ 事業者は、部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備として、次の
措置をとらなければならない。



内部通報を受け付けてから、問題をどう切り分けて、どう処理ルートを設定し
て、どうその結果を事後に生かすべきか？

(3) 内部通報後の処理（どう処理し、データをどう活用するか？）
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現場の悩み

【指針】
第４ 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置（法第11条第２項関係）
１ 事業者は、部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備として、次の
措置をとらなければならない。
２ …

３ 事業者は、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置として、
次の措置をとらなければならない。



通報件数増加をKPIとして実効性評価するのが妥当なのか？通報件数が年間２、
３件でも、実は内部通報に至る以前に解決された事案が多く、最後の手段とし
て内部通報制度が有効に利用されているのであれば理想的ではないか？

(4) 内部通報制度の実効性評価について
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現場の悩み

【指針】
第４ 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置（法第11条第２項関係）
１ …

２ …

３ 事業者は、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置として、
次の措置をとらなければならない。



どんなタイプであれば従事者として適切か？例えば、中途採用の職員などは、
現場との繋がり・しがらみがない一方、周囲からみて頼りが足りないと思われ
てしまわないか？他方、ベテラン職員は現場のこともよくわかっているが、現
場と（良くも悪くも）関係があって逆に相談しにくいとならないか？

(5) 公益通報対応業務従事者について
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現場の悩み

【指針】
第３ 従事者の定め（法第 11 条1項関係）
第４ 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置（法第 11 条2項関係）
１ 事業者は、部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備として、次の
措置をとらなければならない。
２ 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなけ
ればならない。


