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1.  新型コロナウイルスの蔓延による不正のリ
スクの増加

新型コロナウイルスの蔓延以降、世界各地
でリモートワークの普及が進み、アジア地域
でも、導入例が増えています。加えて、現地
法人の体制を見直す日系企業も増え、現地法
人における日本人の駐在員を減らす会社も多
く、現地の業務状況を直接監視することが難
しくなっています。

他方で、アジアにおいては、現地従業員等
による不正が発覚するケースが後を絶たず、
日系企業としては、対策を検討する必要に迫
られています。本稿では、日系企業のアジア
現地法人において不正が起こりやすい背景に
ついて説明した上で、各部門における不正の
類型と予防策について解説します。

２. アジア現地法人において不正が起こりやす
い背景

日系企業のアジア現地法人において不正が
起こりやすい背景としては、以下の事情があ
るものと考えられます。

(1) まず、日本人マネジメントの目が細部ま
で行き届かないという面があります。

現地法人のマネジメントとして駐在する人
員は限られており、個々の所掌事務の範囲は
広くなるのが通常です。日本と比べて会社に
対する法規制が複雑で、ペーパーワークの負
担が重い国も多く見られます。また、社内の
情報が整理されていないことも多く、新任の
マネジメントが既存の社内規程等のルールに
ついて十分に認識しないまま執務している
ケースもあります。そのため、社内規程に定
めのある手続が実際には履践されていなかっ
たり、日常的な決裁文書について中身を精査
せずにサインしてしまったりする例が多く見
られます。

(2) また、現地従業員からの情報が十分に吸
い上げられていない場合もあります。

駐在員の任期は2～3年という会社が多く、
その短期間中に現地従業員の特性を把握し、
従業員から十分な信頼を得なければならない
という高いハードルがあります。言語の面で
も、東南アジア、南アジア地域においては、
英語のみならず、現地の言語によりコミュニ
ケーションが取られていることが多くありま
す。社内の噂話等も現地の言語で行われてい
ることが多く、不適切な行為が発覚しづらい
状況があることも、不正を抑止できない一因
であるといえます。

実際に、不正が発覚して調査を行なったと
ころ、日本人以外の現地従業員の間では周知
の事実となっていたという例はよくあります。

(3) さらに、取引会社等に関する調査が容易
でないことも挙げられます。

日本では、会社の登記情報を簡単に取得で
きる他、民間の調査会社による会社情報の
データベース等もあり、会社に関する情報収
集が比較的容易です。これに対し、アジアに
おいては、公にされている会社情報の収集・
整理が難しい場合や、網羅的な民間のデータ
ベース等が無い場合があります。そのため、
取引先選定に際し、客観的な情報による検証
を行っておらず、見積書と担当者の報告のみ
に依拠して取引を開始しているケースも多く
見られます。

3. 各部門における不正の類型と予防策

不正は会社内のいずれの部門においても起
こる可能性がありますが、本稿では、各部門
で起こる不正の特徴について解説するととも
に、不正の予防策等について紹介します。
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(1) 購買部門による不正について

ア 購買部門は、製造業等の場合は製品に使
用される原材料を、小売業等の場合は商品を
発注して購入する業務を担当するところ、仕
入先・発注先を決定する権限を有しているた
め、この権限を利用した不正が行われる場合
があります。また、仕入先であるサプライ
ヤーとの関係では、顧客として営業を受ける
立場になるため、サプライヤー側から不正を
持ちかけられることもあります。

イ 購買部門による不正の典型例は、水増し
請求及びキックバックの授受です。購買部門
が通常の原材料価格よりも高額の見積りを提
案・承認し、会社からサプライヤーに多額の
金銭を支払わせ、その後一定額のキックバッ
クを受けるという方法がよく見られます。

多くの企業では、こうした類型の不正防止
のため、社内手続上、発注に際して複数の見
積書を要求しています。

しかし、実際に不正が行われた例では、こ
の手続が形骸化し、履践されていないことも
少なくありません。また、形式的には手続を
実施している場合でも、相見積りについて、
不当に高額の見積書等を準備し、最低額の業
者に発注した体裁を整えるという例もしばし
ば見られます。

また、親族の会社に発注して利益を還元さ
せる例や、架空の業務について発注書を作成
して会社に支払をさせるという例もあります。

このような不正に対する予防策としては、
まずは社内手続に関するルールの周知・徹底
が必要です。その上で、見積書を提出した会
社については、実態確認をする社内の担当者
を明確化して責任の所在をはっきりさせる、
担当者を固定化させない等の措置を取ること
が重要です。

また、社内ルールとして、自己や親族が所

有する会社、取締役を務める会社と取引する
場合（いわゆる利益相反取引）には、会社か
ら事前に承認を得る必要がある旨の社内規程
を定めておくことも有効です。

ウ 購買部門が在庫管理等も担当する場合に
は、在庫製品の横流し等の不正も見られます。
具体的には、原材料や商品について持ち出し
て売却し、その利益を得るというものです。
不正が発覚しないように、在庫の棚卸しを行
わない、行う場合でも単なるロスと報告して
おく、といったように隠蔽がなされる場合も
あります。

在庫管理に係る不正に対しては、発注と検
収を分けて記録させる、定期的な棚卸しを義
務付けてその様子を確認するといった対応策
が考えられます。特に近時は、画像や映像に
よる記録の保存、外部業者による在庫確認と
いった方法も検討されるところです。

(2) 販売部門による不正について

ア 販売部門は、顧客や代理店等に対する営
業活動、製品の出荷等を行う場合があり、不
正の例としては、架空の売上報告、架空の経
費請求、回収した売掛金の横領等の例があり
ます。

また、代理店との関係では、便宜を図る見
返りとして、代理店から一定の金銭を受領す
るという例もあります。

このような不正に対しては、社内の支払や
取引の承認に際して、裏付けとなる根拠資料
をしっかりと提出、確認、保存する手続及び
体制を採ることが重要です。

イ さらに、販売部門が在庫の横流しに積極
的に加担し、その販売先等のルートを構築す
るという例があります。一旦不正な販売ルー
トが形成されてしまうと、不正が継続的に行
われることとなり、損害額も甚大なものとな
ります。
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このような不正に対しては、前述３(1)ウの
とおり定期的な在庫の確認が重要ですが、当
該顧客に対する販売実績や当該顧客の事業状
況等も定期的にモニタリングして、不自然な
数字の変化が無いかをチェックすることも有
効です。

(3) 経理・総務・その他の部門による不正に
ついて

ア 経理部門の関与する不正の例としては、
単純に管理する会社資産を横領するケースか
ら、不正経理や帳簿の改ざん、不当な支払い
等の例があります。

このような不正に対しては、担当者の変更
や、監査人やタックスアドバイザーのチェッ
クを受ける等の対応が考えられます。特に経
理部門は、特定の従業員が固定化して不当な
経理処理が横行している場合もあることから、
注意が必要です。

イ 総務部門の担当業務は会社によって
様々ですが、調達や販売等の専門部署が担当
しないさまざまな事務や管理等の社内業務を
担当しているところ、不正の例としては、前
述３(1)アと同様、取引先に水増し請求を行わ
せるとともにキックバックを受けるといった
例が多いといえます。その対象は、備品、消
耗品を手配する業者や、出張等のチケット及
びホテルを手配する旅行会社、警備会社、通
勤のためのバス会社、食堂の担当会社等、多
岐にわたります。総務部門の従業員による不
正では、種々の会社に対して同様の手口で
キックバックを要請している場合もあります。

このような不正に対しては、前述同様、社
内手続に関するルールの周知・徹底、取引先
の確認、担当者の明確化やローテーションが
有効です。加えて、市場価格が確認できるも
のについては、相見積もりではなく、ECサイ
トや比較サイト等で市場価格を確認しておく

ことも重要です。

4. まとめ

弊事務所で対応したアジア現地法人におけ
る不正事案の多くは、特定の従業員が１人で
不正を行なっていたケースではなく、社内外
に複数の共犯者がいるケースでした。そして、
不正を行なっていない大多数の真面目な従業
員たちの間ではこうした不正が周知の事実と
なっているものの、マネジメントによってそ
れが正されることを諦めているような例も見
られました。

しかし、上述のとおり、不正の内容は部門
ごとに一定の特徴を有し、有効な予防策も想
定できるところです。また、一定の調査はリ
モート環境でも可能ですので、不正行為の存
在を所与のものとせず、継続的に調査を行う
等により、ガバナンスを効かせていくことが
重要です。

以上
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AsiaWise Groupでは、2022年4月号より、
月刊国際税務において、「バーチャル組織の
実践課題」と題した連載を開始しました。本
稿は、連載第１回「駐在員の非駐在化とその
課題」を転載したものです。

1. はじめに

日系多国籍企業は、伝統的に、現地法人に
駐在員を配置し、その配置された駐在員を起
点として現地法人の経営・管理を行うグルー
プ企業管理体制を実践してきました。近年、
一部の機能部門に限って法人の枠を超えたグ
ローバル組織の形成を企図する企業グループ
が出てきていたとはいえ、まだ実践段階には
至っていない状況です。

ところが、新型コロナウイルスのパンデ
ミックはそのような実務に大きな影響を与え
ました。世界各国がロックダウン等の強制措
置を講じるなか、物理的な人の派遣を前提と
したグループ企業管理が実行できない事態に
陥ってしまいました。パンデミック発生当初

は一過性のもので短期的に元の世界に戻ると
考えられていましたが、その影響が⾧期化す
るにつれ、一時的な対応策を講じるのみでは
不十分と考えらえるようになりつつあります。

著者らは、日系多国籍企業はむしろこの状
況を逆手にとって、グループ内に法人の枠に
とらわれず、その人的リソースの有機的・機
動的に活用することを目指す上でまたとない
機会ととらえるべきであると考えます。そこ
で本連載では、グループ企業の経営・運営上、
必要となる要員とその所在地国が一致しない
グループ企業管理体制を「バーチャル組織」
と呼び、その税務、ガバナンス及び法務上の
課題及びその解決の方向性について考察した
いと考えています。初回となる本稿は、「緊
急一時帰国」下での課題の考察をおこなった
のちに、その課題を解決する方策としての
「駐在員の非駐在化」に焦点を当てて考察を
行います。
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2 .コロナ禍での駐在員の一時帰国期間の⾧期
化

新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、
多くの企業で駐在員を帰国させる判断がなさ
れました。その後、一時的と思われていた帰
国期間が想定以上に⾧期化し、国際課税上の
様々な課題が顕在化することになりました。
これらの課題に適切に対処できない場合、国
際的二重課税に陥り、企業業績に重大な悪影
響を与える結果になりかねません。以下、そ
の課題を具体的に検討します。

（１）一時帰国中の法人所得課税

まず、駐在員の一時帰国が⾧引いた場合の
法人所得課税上の課題について検討します。

一時帰国中の駐在員が、日本国内に滞在し
つつも出向契約に基づき現地法人の業務に従
事し、その人件費について引き続き現地法人
が負担していることを前提にすると、日本で
の法人課税所得には重大な影響を与えること
はないと考えられます。つまり、日本の課税
所得は出向という「法形式」に基づく処理が
継続されることでマイナスの影響を受ける可
能性が限定的となると判断できるためです。

しかしながら、日本本社がいわゆる「格差
補填」として、当該駐在員の給与の一部また
は全部を負担しているケースは注意が必要で
す。法人税基本通達9−2−46 において、
「給与格差補填」を行い、出向元法人が出向
者の給与の一部を負担した場合、出向元法人
の損金として処理することが認められていま
す。しかし、一時帰国中の駐在員に対する負
担金の支払いは、当該一時帰国中の駐在員が

帰国後、日本本社の施設等を利用して業務を
おこなっている場合は特に、格差補填ではな
く、単純な給与と考えるべきではないかとい
う疑問が生じます*1 。単純な給与と認定され
た場合、当該一時帰国中の駐在員が提供して
いる役務は、日本本社から現地法人に対する
役務提供であるとの主張を受け、現地法人に
対して合理的な報酬の請求を行うよう指摘を
受ける可能性が生じます。この点、留守宅手
当などとして、日本本社が負担している格差
補填金の金額的重要性などを勘案の上、必要
な対応策を検討する必要があろうと考えます。

他方、現地法人側では、有効な就労ビザを
保持した駐在員が日本に帰国し、リモートで
現地法人の業務に従事しているという状況は、
現地税務当局から懐疑的にとらえられる恐れ
があります。すなわち、日本に帰国した以上、
日本本社の業務に従事しているとみなされ、
現地での給与費用の損金算入性を否定される
可能性があります。一時帰国中の駐在員がリ
モートで現地法人の業務のみを行っているこ
とを証明できれば、このような現地税務当局
からの指摘を退けることが可能ですが、一時
帰国中の駐在員の業務には日本の本社との調
整、連携などが含まれることを勘案すると、
本社向けの業務は一切実施していないという
主張を貫き通すことは容易ではありません。
言い換えると、駐在員が日本に帰国しても不
都合なく現地法人の業務が回っているという
状況は、もはや現地法人において出向契約を
存続させる意義はないととらえられかねず、
ここに税務上の重大なリスクが生じる可能性
があると考えられます。
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*1/法人税基本通達9−2−46解説参照：「使用人を関係会社等に出向させたとしても、出向元法人とその出向者との雇
用関係は依然として継続していることから、出向者は、出向後といえども従前通りの給与条件その他の雇用条件が維持
されることを出向元法人に要求する権利を持っている。加えて、出向先法人における給与ベースが低い場合には、出向
元法人が格差補填を行う事例も多い。出向者はもっぱら出向先法人に労務を提供しており、出向元法人では就労してい
ないことからすれば、出向元法人が負担する格差補填金をどのような性格の支出と考えるかについては疑問があるとこ
ろではあるが、出向者と出向元法人との関係を考えると出向元法人にとってこの給与格差補填は、出向を円滑に行うた
めの必要不可欠な事業上の経費と捉えることに合理性が認められる」



以上の通り、法人課税上は、現地への出向
契約を維持した状態で日本において現地法人
向けのリモートワークを実施することは、伝
統的な出向という法形式とリモートワークと
いう新たな勤務実態との間に乖離が生じてい
るがために、国際的二重課税を誘発するリス
クを増幅させると考えます。

（２）一時帰国中の個人所得課税

次に、一時帰国中の駐在員の個人所得課税
に関する問題点を検討します。

給与所得に対する個人所得課税については、
働いている場所で課税することが原則ですが、
これを全ての場合に適用すると、短期の海外
出張などを行っただけで、国外で納税義務が
生じることになってしまいます。そこで、短
期滞在者免税制度（いわゆる「183日ルー
ル」）が設けられ、短期的な国外勤務（出
張）のうち一定の要件を充足するものについ
ては、出張先国での課税が免除されることと
されています。本邦が締結している租税条約
の基本とされるOECDモデル租税条約第15条
２項において、短期滞在者免税が適用できる
３要件は、①当該他国に183日を超えて滞在
していないこと、②当該他国の居住者・法人
が支払うものでないこと、③居住地国の雇用
者の当該他国におけるPEが支払うものでない
こととされています。

OECDモデル租税条約の要件を前提として
検討を行うと*2 、駐在員の一時帰国期間が⾧
期化し、日本での滞在日数が183日を超える
場合、一時帰国中の駐在員の所得に対して本
邦個人所得税の課税が生じることになります。
他方で、現地法人への出向契約を解除してい
ない場合、一般的には、一時帰国中であるか
否かにかかわらず現地居住者と見なされ、駐
在員の所得に対して現地でも個人所得税課税
が継続されることになり、国際的二重課税の
状態に陥ります。この点、外国税額控除を適

用することで、国際的二重課税を排除するこ
とも可能な場合がありますが、外国税額控除
は手続が煩雑であるケースが多いこと、外国
税額控除制度の適用に様々な制限があるため
に実質的に機能しないケースもあることから、
結果的に国際的二重課税の状態を甘受せざる
を得ない事態に陥るケースが散見されます。

加えて、ここでもう一点注意すべき点は、
②の「当該他国の居住者・法人が支払うもの
でない」という要件です。多くの日系多国籍
企業は駐在員の便宜に配慮し、「留守宅手
当」などの形で駐在員本人の日本国内の銀行
口座に「支払い」行為を実施していますが、
その結果、短期滞在者免税の適用要件を充足
しないことになります。「留守宅手当」の支
給は、単なる立替え払いであり、同額を現地
法人に付け替えている場合であっても、支給
していることには変わりはなく、短期滞在者
免税要件を充足することができません。新型
コロナウイルスのパンデミック以前に、駐在
員が日本に出張のため数日間、帰国するよう
なケースでは、短期滞在者免税の要件を充足
しないとしても、本邦での課税所得は留守宅
手当など日本で支払われている金額のうち、
日本に滞在した日数に相当する部分のみとな
ることから、金額的影響は僅少と判断するこ
とができました。しかしながら、今回のパン
デミックによる帰国では、一時帰国期間が⾧
期化することになるため、影響額が大きくな
る傾向にあります。

3. 恒久的な非駐在化

上述した通り、一時帰国が⾧期化する事態
においては、その実態（帰国）と法形式（出
向）に乖離が生じます。新型コロナウイルス
感染症の収束の目途が立たず、また、今後も
様々な新たな感染症の発生が懸念されること、
様々なデジタルツールの発展によりリモート
ワークが社会に受け入れられてきたことなど
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を考慮すると、今後、非駐在化が可能な駐在
員については、恒久的に非駐在化することを
積極的に進める企業が増加することが見込ま
れます。以下、駐在員の非駐在化に向けた課
題を検討します。

（１）非駐在化の実践形態

以下、非駐在化した日本本社の従業員が、
日本本社の所属のままで現地法人に対して
サービスを提供するというケースの課題を検
討します。

このようなサービスの提供を行う場合、日
本本社と現地法人の間でサービスの提供に関
する業務委託契約を締結することが考えられ
ます。このような取引はいわゆるグループ企
業間での役務提供取引であるため、税務当局
から、そもそも役務提供取引が生じていない、
もしくは恣意的に対価が設定されているとの
指摘を受ける可能性が高くなります。した
がって、サービスの内容やその対価などを客
観的に決定する必要があります。中でも、①
取引の実在性及びその合理性、並びに②対価
の妥当性については十分な配慮を払っておく
ことが重要です（参考：Para 7.5, 7.6, 7.19, 
OECD Transfer Pricing Guidelines, 2022）。

グループ企業間の役務提供取引については、
各国税務当局の間で見解が分かれる分野、す
なわち、事実の認定結果に差異が生じやすい
分野と言えます。サービス提供者側の立場で
あるか、もしくは受領者側の立場であるかに
よって、事実認定の結果、例えば請求に値す
る経済合理性のある取引が存在しているか否
かについての判断が異なることや、妥当な報
酬設定方法の考え方に相違が発生することは

想像に難しくありません。すべての課税当局
にそのまま受け入れられる税務ポジションは
存在しないと考えて対応策を検討する必要が
あります。逆に言えば、特定の税務当局の意
見を必要以上に受け入れる必要もなく、企業
としての事実認定を拠り所に、適正な税務判
断を実施することに注力すべきであると考え
ます。税務判断を行う際は、グローバルな税
務リスクの管理という点にも十分配慮するこ
とが肝要と考えます。

（２）サービス内容の具体化

駐在員の非駐在化を具体的に検討する場合、
まずはその対象分野をどのように設定するか
が課題となります。この点、製造や販売など
現場を管理する必要がある分野はリモート
ワークに馴染みづらいと考えられます。また、
研究開発やマーケティングなど、知的財産に
関連する業務については、別途検討すべき課
題が多数あり、慎重な対応を求められます*3。
そこで、第１回である本稿では、管理部門系
の業務を非駐在員によるサービスへの移行対
象として検討を行います。

管理部門系の業務には、戦略決定などのサ
ポートのように高度な専門性、経験が求めら
れる業務から、単純な作業と認められる業務
まで、その内容は千差万別と言えます。どの
ような業務であれ、経済合理的な具体的な
サービスが提供されており、かつ対価が適切
に設定されている限り、本邦税務上の問題点
を指摘される可能性は低いと考えられます。
しかしながら、日本本社の非駐在員が実施す
る業務は、日本本社のガバナンス目的で実施
しているものであって、現地法人に請求すべ
きものではないとし、非駐在員サービス関連
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コストの全部もしくは一部を日本本社が負担
すべきガバナンスコストであると整理する
ケースもあろうかと思います。このような
ケースでは、本邦課税当局から、対象となっ
ている業務によって現地法人が直接的な便益
を享受しているのではないかとの疑念をもた
れる可能性が高まります。この点、これらガ
バナンス活動がどのような理由でグループ内
役務提供に該当しないのか、例えば、株主活
用（（参考：Para 7.9, OECD Transfer 
Pricing Guidelines, 2022））に該当する活動
なのか、重複活動（（参考：Para 7.11, 
OECD Transfer Pricing Guidelines, 2022））
に該当するものなのかなど企業としての処理
根拠を整理しておくことが肝要となります。
加えて、国外関連者が複数ある企業グループ
においては、各法人との取引を俯瞰し、全体
的な整合性にも配慮しておく必要があります。

これに対して、請求を受ける側の現地法人
においては、請求を受ける事実があるのか、
その対価の額は妥当なのかという点について
疑問を持たれることになります。論点・課題
は本邦のものと同様となろうと考えられると
ころですが、請求者である本邦税務当局とは
違った視点で、つまりサービス受領者として
の観点から分析がなされることとなります。
本社として、各国別の個別対応を行うことは、
各国別の取引の全体を俯瞰した際に整合的に
説明できなくなる可能性を生じさせることに
つながります。本邦税務当局に示す方針を企
業方針として明確に示した上で、同方針に基
づき、現地での対応を進めることが肝要と考
えます。このように日本本社が設定した企業
方針に基づき、現地での対応を実践するため
には、現地法人での税務当局との交渉を具体
的に担当する現地法人担当者との有機的・機
動的な連携が必須となります。つまり、現地
法人担当者は、現地での問題回避行動に偏り
がちであり、現地法人に限定した「個別最

適」を指向しがちです。「全社最適」の観点
から判断を行うことが必要である点を理解し
てもらうとともに、会社方針に沿った対応を
おこなっていただくため、事前に現地法人担
当者と十分な協議をおこなっておくことが必
要です。従前、多くの日系多国籍企業では、
現地課題は現地に任せにする、もしくはその
対極で一方的、強制的な指示のみを行うとい
う対応を実施されているケースもあったよう
に考えますが、非駐在化を進め、「バーチャ
ル組織」を有効に機能させるためには、両者
の十分な意思疎通の上で必要な改革を実践し
ていく必要があると考えます。

その上で、契約内容の適正化を行っておく
ことで、グループ内役務提供取引に関連して
惹起される税務リスク、例えばPE認定課税や、
サービス報酬の損金性の否定、さらには移転
価格税制などに対応する有効な基礎を形成す
ることにつながります。

4. まとめ

連載第1回目となる本稿は、バーチャル組
織という観点から、新型コロナウイルスの影
響を受けて発生した駐在員の一時帰国にまつ
わる税務上の課題を中心に問題点を整理しま
した。次回以降は、新型コロナウイルスの対
応を離れ、より積極的に「バーチャル組織」
を導入する場合を想定し、ケースも織り交ぜ
つつ問題提起したいと考えております。２ヶ
月ごとの連載を予定しておりますので、今後
の記事にもご期待ください。

以上
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1. はじめに

みなさまは、自社海外拠点のコンプライア
ンスの状況について、どの程度把握されてい
ますか？なんとなくの把握に留まり、本社で
は現地の実際の状況がよくわからないと、不
安を感じている企業も多いのではないでしょ
うか。

AsiaWise法律事務所では、これまで、海外
拠点において現地従業員のコンプライアンス
違反に足元をすくわれる企業を、数多くサ
ポートして参りました。そういった活動を通
じて見えてきたのが、日本企業に共通する課
題として、本社と海外の現場とのコミュニ
ケーションが不足していることで、本社が現
場の状況を十分に把握できていないという状
況があるということです。その結果コンプラ

イアンス違反の発生を許してしまうというメ
カニズムがあるようにみえます。

そのような経験から、私は、コンプライア
ンス違反の発生を防止するためには、現場の
声やコンプライアンスの状況を、「見える
化」することが必要であると考えます。皆さ
んが健康診断などで健康状態をチェックする
ように、企業も、現場の実情を正確かつ客観
的に認識することではじめて、コンプライア
ンス施策の方向性が具体化され、ひいては不
正に負けない健全な組織（Corporate 
Wellness）を実現することが可能となります。
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２. 「データ・ドリブン・コンプライアンス」
のすすめ

最近、DXは企業変革の旗印となりつつあ
ります。デジタル技術が企業のビジネス自体
を変えていくなか、コンプライアンス分野に
おいても、デジタル技術を活用することは有
用です。特に、コンプライアンスの現状の「
見える化」のためには、データを活用するこ
とが非常に有効であり、各企業が優先的に検
討すべき課題であると考えます。

実際に多くの企業が、積極的にコンプライ
アンス活動をしているのに思うような結果が
出ない、という悩みを抱えていらっしゃいま
す。結果に結びつかない大きな原因の一つに、
コンプライアンス業務において、「あるべき
論・根性論」のような主観的・定性的な議論
が先行し、客観的・定量的な現状の評価が行
われていないという点があります。それでは、
本当に解決すべき課題を認識できないからで
す。体調不良が続いているのに医師の診断を
受けずに自己診断・放置しているようなもの
で、それでは大病に気づくことができないの
です。

そうした状況に陥らないためにも、企業の
内部に存在するコンプライアンス関連データ
を収集して分析することで、コンプライアン
ス施策を定量的に検証することができるよう
になれば、問題の真因を見極めて根源からの
解決につながると考えます。

コンプライアンス業務の改善の方向性につ
いてはすでに様々な議論がなされているとこ
ろですが、向かうべき方向性は、「あるべき
論・根性論コンプライアンスからの脱却」で
す。そして、データから抽出した事実に基づ
き、客観的・科学的・論理的にアプローチす
ること、すなわち「データ・ドリブン・コン
プライアンス」を実現することが、今、必要

であるといえます。

本連載では、企業グループが海外子会社を
含めたグループ全体のコンプライアンスを実
現する上で、データをいかに活用することが
できるか、そのためにどのような方法が考え
られるのかというテーマについて、検討を重
ねて参ります。

3. コンプライアンス・データの収集方法

「データ・ドリブン・コンプライアンス」
を実現しようと考えた場合、いくつか考えな
ければならない問題が生じます。

まず、コンプライアンスに関連するデータ
といっても、具体的にどのようなものを集め
ればよいのかという問題があります。次に、
そのようなコンプライアンスに関連するデー
タを、いかに効率的に集めるかという問題が
あります。最後に、収集したデータを、いか
に具体的なアクションにつなげるかという問
題があります。

「データ・ドリブン・コンプライアンス」の
ポイント

①内容：どのようなデータを集めるのか？

②方法：データをどう効率的に集めるか？

③活用：そのデータをどう活用するのか？

本稿では、特にポイント②に注目して、「
必要なデータをいかに効率的に集めるか」と
いう点について考えてみます。

データ・ドリブン・コンプライアンス序論
―コンプライアンス・データの収集方法(1)―
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コンプライアンスに関連するデータの取得
方法としては、例えば、社内の相談窓口や定
期的な意識調査、さらには監査部門による監
査等、いくつかの方法が考えられます。これ
まで多くの日本企業では、こうした方法で収
集したデータはそれぞれ独立して管理され、
別々に活用されてきたのではないでしょうか。
各取得ルートの特徴と、当該ルートで取得し

やすい（向いている）データについては、以
下の図表をご参照下さい。

データ・ドリブン・コンプライアンス序論
―コンプライアンス・データの収集方法(1)―
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内部通報や社内の相談窓口に寄せられる相
談は、具体的な違反事例や、いわゆるヒヤリ
ハット事例を含むものであり、貴重なコンプ
ライアンス・データ・ソースになると考えら
れます。他方で、事例（データ量）が限られ
ているため、それのみで全体的な傾向や体系
的な遵守状況を理解することは、困難といえ
ます。

定期的な意識調査やアンケートは、全体的
な傾向を把握するには有用ですが、ここで収
集したデータからでは、コンプライアンスに
関する問題の根源（根本的な原因、真因）に
遡るためのつっこんだ検討をするのは難しい
という問題があります。

対照的に、監査部門等による監査結果は、
問題の根源に迫る上で非常に価値のあるデー
タですが、監査担当者の業務知識の偏りや監
査技術の不足、人員・時間・経費といったリ
ソースの限界から、表面的なデータ収集にと

どまってしまうという問題があります。

以上のとおり、コンプライアンス・データ
の取得方法はいくつかあるものの、それぞれ
得手、不得手があるため、別個に活用するの
では、せっかくのデータを生かしきれません。
データを最大限に生かすためには、複数の方
法を有機的に使い分けてデータを集め、別々
に集まった情報を適切に統合、活用すること
が重要です。そのためには、必要なデータと
それを取得するための最適なルートをマッチ
ングさせること、得られたデータをうまく結
合させて不純物を取り除き、使える燃料に精
製することが必要となります。
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4. 最後に

私たちは、「データに基づくコンプライア
ンス（Data-driven Compliance）」というコ
ンセプトを実現するため、「CorpWell」サー
ビスの開発に着手いたしました。今後も、日
本企業のために、不正に負けない健全な組織
（Corporate Wellness）を実現するサービス

を提供してまいります。連載次回は、「必要
なデータをいかに効率的に集めるか」という
問題について、より深堀りして検討したいと
思っております。

以上
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