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AsiaWise GroupはCross-Border Professional Firm from Asiaを
コンセプトとして設立されました。

AsiaWiseのチームメンバーは多様なバックグラウンドをもったプロフェッショナル
集団です。AsiaWise Groupは、法的な側面から、アジアの経済、国（Nation 

States）、人々のつながり（相互理解・尊重）の実現に貢献します。

AsiaWise Groupのご紹介

国境を越える

日系企業の海外進出は待ったなしで
あるにもかかわらず、法律家の業務
は、日本国内業務に止まっている例
が多いです。
海外の地でサポートを求める日系企
業の助けとなるべく、メンバー1人1
人が国境を越えたサービスを提供し
ます。

業際を超える

弁護士や専門家と呼ばれる人間は、1
つのことに特化して専門化していくこ
とには長けています。
しかし、クライアントが求める問題や
課題を解決したり、あるいはまだ認識
されていない問題を発見するためには、
専門化された庭を飛び出し、業際を超
えていかなければなりません。

自らの限界を超える

国境を越え、業際を超え、新たな価
値を創造するためには、それまでの
枠にとらわれず、常に挑戦すること
が必要です。
そのため、メンバー1人1人が、自
らの限界に挑戦し続けます。

Cross-Borderには、いわゆる「渉外」だけではない、
3つの意味が込められています



第1部 海外不正案件対応の実務
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D
現
地
法
人 本社

①マネージャーAとサプライヤーが結託。材料を相場以上の価格で
購入し、その増額分をキックバックとして受領。
②現法社長も一定額を受け取る代わりにこれを容認していた。

現法社長

マネージャーA
サプライヤー

マネージャーB

従業員X

③従業員Xは、別のマネージャーBに対し、Aの不正疑惑につい
て報告した。
④しかし、Bは社長と対立することを恐れ、特に対応しなかった。
⑤その後、Xは、冷遇されて退職することとなった。

マネージャーAの不正は数年続き、数億単位の損害を与えた。

通報無し

1. 海外不正事案の例

内部通報



2. 不正の端緒を発見したら…
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？？？ ？？？ ？？？

情報取得者

誰が何をどこまでやれば
良いのか？

内部通報 内部監査 業務報告

・この件は調査すべき事案なのか？
・誰が調査を担当・主導するのか？法務？事業部？現地
法人？

・調査するとしたら何をするのか？
・どこまでやったらゴールなのか？



2. 不正の端緒を発見したら…
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・本格的な調査
（Phase2）を行
うべきか否かを判
断する。

・必要最小限のチー
ムを編成し、最低
限必要な資料を収
集する。

・スケジュール・調
査手法のオプショ
ンを検討する。

・最終的な処分
（Phase3）の判
断のために必要な
情報を収集する。

・情報収集に必要な
人員（社外専門家、
調査会社含む）に
より調査を進める。

・客観証拠を抑えた
後、関係者・対象
者へのインタ
ビューを行う。

・当該従業員や共犯
者に対する最終的
な処分の決定及び
必要な手続の実施。

・他の従業員、社外
関係者（取引先、
退職者、情報提供
者等）等への対応。

・再発防止策の実施。

Phase 1
初動対応

Phase 2
本格調査

Phase 3
最終的な処分

→段階を分けて検討すべき。



3. Phase 1 初動対応
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本格的な調査（Phase 2）を行うべき事案か否かの判断

✓ 事案の重要性（不正が会社に与えるインパクトの大きさ） 、情報の信憑性（正式な調査を行
うに足りるだけの信憑性の有無）の両面から、調査実施の要否、調査規模を検討。

✓ 不正の端緒を認識しながら、十分な調査を行わなかった場合、善管注意義務違反等が問題に
なるおそれもある。

必要最小限のチームを編成し、最低限必要な資料を収集する。

✓ 初期段階では、特に情報漏洩に留意し、最小限のメンバーにより、調査チームを編成する。
所掌範囲だけではなく、どの情報にアクセスできるか、利害関係の有無、（内部通報の場
合）通報者の意向等を考慮して、メンバーを選定する。予めシミュレーションしておくこと
が望ましい。

✓ 初期情報の信憑性の判断や、最終的な処分の検討等のために、最低限必要な資料を収集する。
例えば、当該海外拠点の定款、就業規則、その他のポリシー、当該従業員との雇用契約、社
内の決裁ルール、決裁書面等。

スケジュールと調査オプションを検討する。

✓ 弁護士等の専門家から、初期的な見解を得ておく。

✓ 最終的な処分を決定するX dayを仮に設定し、そこまでのスケジュールを設定する。調査にか
ける費用（予算及び費用負担の主体等）や內部リソース（担当者の任期等も含む）を検討。
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主
体

4月上旬 4月中旬 4月下旬 5月上旬 5月中旬 5月下旬 6月上旬 6月中旬 6月下旬

貴社

AW

調査
会社

i. 抽出データ分析

h. 主犯者のPCと
携帯データ抽出

Phase 2

b. 主犯者及び親族の
バックグラウンド調査

c. 主犯者
面談準備

g. 貴社従業員インタビュー

取引業者と
の交渉

Phase 3

a. 本社担当者による
資料収集

刑事告訴、
民事上の損
害賠償請求
検討

主犯者処分
決定
（X Day）

d.現地アドミンスタッフより情報収取

i.抽出データ等の分析

f. 従業員向けメッセージ

調査スケジュール例

c. 主犯者自宅待機
＋インタビュー

（主犯者自宅待機 j. 主犯者
面談準備

k. 主犯者インタ
ビュー(2回目)

e. 取引業者へのアナウンス（要検討）

従業員向け
メッセージ



4. Phase 2 本格調査
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最終的な処分（Phase3）の判断のために必要な情報を収集する。

✓ 被疑事実が何か、何に違反しているか（社内規則違反、法令違反、刑罰法規違反）を特定して

おく。

✓ 調査の過程で新たな被疑事実が発覚する場合も多い。

✓ 不測の事態が起きることはよくある。調査計画についてある程度の変更はやむを得ない。

情報収集に必要な人員（弁護士等社外専門家、調査会社含む）により調

査を進める。

✓ 弁護士等専門家による行政庁等からの情報取得及び資料分析

✓ 調査会社による調査（対象者やベンダーのバックグラウンド調査、PC等のデバイス内のデータ

調査（フォレンジック）、資産調査等）※本セミナー後半ご参照。

物的証拠と供述証拠（インタビュー等）

✓ 公開調査のタイミング（ローカルスタッフの協力が必要な資料、調査対象者の自宅待機命令）

✓ インタビューのタイミング（対象者本人と関係者の先後、証拠収集前か後か両方か、辞職願を

出してきた場合の対応）

✓ インタビュー内容の証拠化（録音・録画、宣誓供述書、匿名の情報提供）



5. Phase 3 最終的な処分について
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当該従業員や共犯者に対する最終的な処分の決定及び必要な手続の実施

✓ 解雇するか否か、解雇でも複数の方法（a.自主退職の勧奨、 b.普通解雇、c.懲
戒解雇）がありうる。

• 手続の厳格度はc＞b＞a。法令や社内規定により特定の手続（弁明の機会や懲戒委員会等）が必要
とされることもある。

• 行為結果の軽重（損害額、事業に対する障害の大きさ等）、主犯格か従属的な共犯か、反省の有
無（賠償の有無等）、他の従業員への波及効果等を考慮して決定。

✓ 刑事責任、民事責任の追及も検討。

相互に作用する余地がある。

▶他の従業員、社外関係者（取引先、退職者、情報提供者等）への対応

✓ 他の従業員に対するアナウンス

✓ 不正に関与した業者との契約、情報提供者からの供述書の取得

▶再発防止策の実施

✓ 厳格な処分が最も有効な再発防止策

✓ 社内規定（利益相反禁止等）決裁手続の見直し、社内セミナー、内部通報制度

①雇用契約上の責任追及
社内においてどのような処
分を下すか（解雇するか）。

②刑事責任の追及
警察に告訴／告発するか。

③民事責任の追及
損害賠償を請求するか。



6. まとめ
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1. 段階（Phase）を分けて進める意識
✓ 段階を設定して、やるべきことを整理する。

✓ 調査計画を立てつつ、不測の事態にも対処する。

2. 最終的な処分までの全体像を把握し、適切に初動対応を行う
✓ 情報漏洩に留意し、初動対応により必要な情報を取得する。

✓ 担当部署、弁護士等専門家に早めに相談し、調査計画を策定して進め
る。

3. 有事の際のシナリオを検討しておく
✓ 不正の端緒の発見方法、不正の内容など、複数のシナリオを想定し、

自社がどのような対応を採ることになるか、想定しておく。

• 参考「eディスカバリー物語 グローバルコンプライアンスの実務」

Part 2 一本の電話から始まる不正調査物語

https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=17433665



第2部 ハラスメント案件対応の実務
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1. ハラスメント問題の本質
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国名 規制内容

シンガポール • ハラスメント防止法により規制される

• 職場でのハラスメントとして挙げられているのは以下の4類型
①脅迫、虐待、または侮辱的な言葉、コメントおよびその他の非言語的行為
②サイバー上でのいじめ
③セクシャルハラスメント
④ストーキング

タイ • 労働者保護法16条において、使用者らによる従業員への性的侵害、ハラスメ

ント、迷惑行為を禁じている。

マレーシア • 雇用法において規制される。

• セクハラ＝言葉によると否とを問わず、視覚的、身振りによるもの、物理的
接触によるもののいずれであれ、勤務過程の人物に向けられた、攻撃的又は
屈辱的若しくは当該人物の幸福を脅かす、当該人物の望まない性的な振舞い

• 労働者からの被害申立てに対する使用者の調査義務を規定している

インド • セクハラ防止法により規定される

• セクハラ＝直接、間接を問わず、①肉体的接触、誘い、②性的接待の要求、
③性的意味を持つ言動、④ポルノを見せること、⑤その他一切の性的な性質
を持つ迷惑行為

• 被害女性の保護、苦情申立手段と是正手続についても規定あり

（１）各国におけるハラスメント規制（アジア）



1. ハラスメント問題の本質
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国名 規制内容

アメリカ （セクハラ）

不快な性的勧誘、性的行為要求に応じることその他性的性質を有する
口頭又は身体上の行為により構成され、これに対して服従若しくは拒
絶をすることが明示・黙示を問わず、個人の雇用、個人の職務遂行を
不当に阻害し、脅迫的・敵対的、又は不快な労働環境を創出すること。

EU （セクハラ）

いかなる形態であれ言語的、非言語的又は身体的な性的な性質の行為
が、相手の尊厳を侵害するとともに、脅迫的な、敵対的な、品位を傷
つける、屈辱的な、若しくは不快な環境を生じさせる目的又は効果を
持つ場合
（職場ハラスメント）
「ハラスメント」とは、1 人または複数の従業員またはマネージャー
が、仕事に関連して、繰り返し意図的に虐待を受け、脅迫を受け、
あるいは屈辱を与えられたときに生ずるとされ、ハラスメント等は、
従業員やマネージャーの尊厳を侵害し、健康に影響を与えるものであ
り、非友好的な労働環境を作り出すことを目的に、1人または複数の
従業員やマネージャーによって実行されることがあるとされる。

（１）各国におけるハラスメント規制（欧米）



1. ハラスメント問題の本質
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国名 規制内容

日本 （セクハラ）

職場において行われる，労働者の意に反する性的な言動に対する労働
者の対応により労働条件について不利益を受けたり，性的な言動によ
り就業環境が害されること（男女雇用機会均等法１１条１項参照）

（パワハラ）
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって，業務
上必要かつ相当な範囲を超えたものにより，その雇用する労働者の就
業環境が害されること（労働施策総合推進法３０条）

（１）各国におけるハラスメント規制（日本）



1. ハラスメント問題の本質
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（２）ハラスメント問題の本質とは何か

ハラスメント問題の本質とは？
レピュテーションリスクとかいうけれど、抽象的過ぎて・・・

レピュテーションリスクだけでなく

就業環境・労働生産性の悪化
各国の定義においても、就業環境が害されることを規制している



２. 問題解決のプロセス

© AsiaWise 17



３. 調査の進め方
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（１）クロスボーダーでの対応の留意点

• 現地法人から、現地法人内でのハラスメントについて、いきなり本社に相談が上

がってきたらどうするか。

• ポイントは以下の2点。

①本社と現地法人の役割分担を明確にしておく。

基本的にハラスメントは現地法人で処理することが想定されている。

実際に通報があった場合に、本社と現地法人がどのように連携するか、事前に役割分担を明

確にしておくことが必要。

②各国の法律の内容の把握

何がハラスメントに該当するかという定義、具体的な事実認定は各国によって異なる。また、

国によっては、社内委員会の設置等、申立てがあった場合に一定の手続を要求する場合も。



３. 調査の進め方
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（２）客観証拠と主観証拠

• まずは客観証拠を収集して精査し、その後主観証拠を収集することがポイント

• 客観証拠の特徴（例：メール、録音、録画）

過去に作成されたそのままの姿を現在に伝えるという点において、固定的

→当時の事情を反映していて、信頼できる

• 主観証拠の特徴（例：当事者や第三者の供述）

記憶の薄れや利害関係が絡んだりする等、そのままの真実を伝えるには不十分かつ浮動的

→事件全体のストーリーを伝えるという意味では、無視できない価値がある

客観証拠 主観証拠



３. 調査の進め方
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（３）その他具体的な留意点

• 通報・認知段階で、被害者に事案の概要を確認するとともに、メール等の客観
証拠がないかを確認。

• 第三者、加害者へのヒアリングには、まずは第三者から。第三者にヒアリング
を行う際にも、客観証拠がないかを確認。

• 被害者及び第三者から取得した材料をもって、加害者へぶつける（加害者が、
客観証拠と矛盾する弁明をした場合には、その点については要確認）。

• 調査結果は、必ず記録として残しておくこと。

→従業員や駐在員は頻繁に変わる。事後的に訴訟などになった場合、証拠が散逸している
場合があるため。

• 事実認定をして終わりではなく、再発防止策まで踏み込むこと。



３. 調査の進め方
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（４）パワハラ事案の予防策

• パワハラ事案については、ハラスメントと業務指導との区別が重要となる。業務の適

正な範囲で行われる指導であれば、ハラスメントには該当しないからである。

• 他方で、適正な業務指導であっても、口頭で行われていることが多く、客観証拠とし

て残っていないことは、まま見られる。

業務指導や指示は、極力、

メール等で形に残すこと！



第3部 データを利用したグローバルコンプライアンス
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1. 内部通報を取り巻く近時の動向
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2019年6月28日 G20大阪首脳宣言

⇒「効果的な公益通報者保護のためのハイレベル原則」承認

2019年12月16日 EU指令（Directive (EU) 2019/1937） 採択

2020年6月8日 公益通報者保護法改正

EU

日本

(中央) https://www.independent.co.uk/news/people/edward-snowden-norway-supreme-court-extradition-lawsuit-free-
speech-a7439926.html
(左) https://sven-giegold.de/lux-leaks-whistleblower-should-not-be-charged/
(右) https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-43875386



2. 内部通報の有効性 (1)
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“For the EU as a whole, the potential benefits
of effective whistleblower protection are in
the range of EUR 5.8 to 9.6 billion
each year in the area of public
procurement exclusively.”

European Commission “Estimating the economic benefits of whistleblower protection in public 
procurement Final report” (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en#)ACFE “OCCUPATIONAL FRAUD 2022: A REPORT TO THE 

NATIONS” (https://acfepublic.s3.us-west-
2.amazonaws.com/2022+Report+to+the+Nations.pdf)



3. 内部通報の有効性 (2)
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ACFE “OCCUPATIONAL FRAUD 2022: A REPORT TO THE 
NATIONS ”
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4. コンプライアンス課題への向き合い方
（罰則で担保された）守秘義務の導入や体制整備の法制化は、各国で進められる
見込み。ただし、体制整備などについて、どこまで詳しい法整備・説明が行われ
るかは不明

法整備が追い付かない「現代的な課題」をも取り扱わねばならないコンプライア
ンス領域において、具体的なルールなき場面でも「原理・原則」から出発して仕
組みを整えていく思考プロセスの必要性



アンケート：課題意識の所在

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

5. 明確なKPIの設定とその基礎となるデータの収集
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認知度

信頼性

全従業員向け
アンケート調査

過去データ分析
・標準処理期間
・通報者満足度
etc.

人

コンプライアンス領域における十分性を確認する指標（コンセンサス）が未だ存
在しない領域においても、明確なKPIを設定する努力

その際に重要となるのは、KPI設定の元となる客観的なデータ



従業員サーベイ

6. 複数のコンプライアンスツールで構成するDB
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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
内部監査 等 内部通報

コンプライアンスDB

内部通報は「最後の悲鳴を拾い上げる」という本来的機能に特化させつつ、他の
コンプライアンスツールとの連結により、より多くのデータを拾い上げる

様々なコンプライアンスツールより得られた「コンプライアンスデータ」をDB化
（データベース化）より、リスクの所在／多寡を把握



7. まとめ －Data-driven Complianceの薦め
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コロナによる従来型のコンプライアンス維持装置の利用制限を好機と捉えて、新
たなコンプライアンス体制の導入を進める

有事対応データ（内部通報）と平時対応データの突合によって、より正確なリス
ク把握と現場の「見える化」を実現



ご清聴ありがとうございました。

© AsiaWise



第5部 パネルディスカッション・Q＆A～
海外コンプライアンス案件の現場対応の実務
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パネルディスカッション

1. アジアの不正・コンプライアンス違反の実情とは？

2. 海外調査案件対応の実務上の課題とは？

3. コンプライアンス・データという視点の有用性
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パネルディスカッション

1. アジアの不正・コンプライアンス違反の実情とは？
• アジアでもパワハラ・セクハラ案件は多いのか？
• アジアにおいてよくある不正案件の類型とは？

2. 海外調査案件対応の実務上の課題とは？
• 海外案件の調査はどこが難しいのか？
• 海外の場合、システム・データの収集・分析にはどのような

難しさがあるのか？
• フォレンジック調査により不正等は実際どの程度見つかるのか？

3. コンプライアンス・データという視点の有用性
• アジアの現地を見える化するための工夫とは？
• 有事に際して有効にフォレンジック調査をするために平時から

システム上やデータ管理上、留意すべき点があるのか？
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