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Forensic Services

PwC Japanにおけるフォレン
ジックサービスは、不正調査、
贈収賄および不正競争の事実
調査とリスクマネジメント、eディ
スカバリーへの対応やライセン
スマネジメントなど広範なサー
ビスを提供しています。

フォレンジックサービス
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はじめに

近年、世界経済は欧米を中心とした先進国から、アジア、アフリカ、中南

米を含む新興国へ牽引役が変わりつつあり、経済のグローバル化の波は

衰えることを知りません。また、近年の技術革新には目を見張るものがあ

り、ビジネスの態様に大きな変革が起きています。日本企業も例外ではな

く、取り巻く環境は大きく変わり、変化のスピードはこれまで以上に速く、

そして抱える課題もこれまで以上に多様化しています。このような状況の中

で継続的な成長を遂げるためには、事業運営の中で発生する企業に経済

的損失を与える事象や、社会的信用を毀損する事象からの影響を最小限

に抑えることが肝要になります。

企業の直面する様々なリスクは日々増加しており、その中には、時として企

業の存続が危ぶまれるほど影響を与える場合があることをしっかりと認識

する必要があります。リスクの把握とそれに対する緩和措置、また有事へ

の適切な対処は、企業の存続と成長に必要不可欠な要素と言えるのでは

ないでしょうか。

PwCのフォレンジックサービスは “Fact Finding” をキーワードに、企業価

値の毀損につながるさまざまな問題の発生に際し、事実の解明と、根本

原因の究明を通じて、本質的な問題解決を図るための支援を使命としてい

ます。



3

目次

不正調査	 4

贈収賄、汚職および競争法関連サービス	 7

デジタル・フォレンジックス	 11

eディスカバリー	 12

フォレンジックデータ分析	 14

ライセンスマネジメント	 16

契約の遵守に関するモニタリング	 18

係争・訴訟支援サービス	 19

危機対応	 20

ビジネスインテリジェンス	 21

サイバーセキュリティ＆プライバシー	 22



4

不正会計発覚時の対応

不正調査
昨今、不正会計や品質データ偽装などの不正・不祥事が大きな社会問題となっており、企業や組織に対してより一層厳しい
目が向けられています。不正・不祥事が発覚した場合、企業は調査の実施による事実関係の実態解明はもとより、影響額
や根本原因の分析、さらには調査手法や再発防止策の策定に至るまで、利害関係者への詳細な情報開示・説明が求められ、
極めて短期間で対応しなければなりません。また、情報開示が必要となる利害関係者の範囲は、株主や取引先にとどまら
ず広範囲に及ぶため、ひとたび対応を誤れば、株価への影響、企業の信用や社会的評価の失墜など、結果として不正行為
による直接的な経済的影響よりもはるかに大きなダメージを被る可能性があります。

不正会計・粉飾決算に関する調査

売上の水増し、収益・費用の計上時期の意図的な調整などの決算操作、架空売上、
循環取引、金融スキームを利用した不正な簿外取引など、不正会計の手法はさまざま
です。年々、不正会計の手法が巧妙かつ複雑化しており、証憑書類の形式的な確認
だけでは発見が困難です。また、近年では海外子会社において不正会計が発覚する
ケースが増えています。

私たちは、不正会計・粉飾決算の疑いが生じた場合に、書類調査、取引先を含む関係者
へのインタビュー調査、電子メールレビュー等のデジタル・フォレンジックス、フォレンジッ
クデータ分析などを組み合わせることにより、数々の不正会計の実態を解明してきました。

重大な不正会計が発覚した場合には、迅速に社内調査委員会や第三者委員会を組成
する必要があります。調査メンバーは、効率的かつ効果的に調査を実施し、調査結
果に透明性、客観性を与えるために、弁護士、公認会計士などをメンバーに加えるの
が一般的です。社内不正が発覚したら、いち早く外部の専門家に相談をし、然るべ
き対応を迅速かつ適切にとることが肝要です。

PwCのフォレンジックサービスでは、不正会計の対応に豊富な経験を有するメンバー
が、調査方針・調査範囲の決定、証拠の収集と保全、デジタル・フォレンジックスの実施、
根本原因の分析、ディスクロージャーの方針検討、当局への報告、再発防止策の策
定など、一連の不正調査を包括的にご支援いたします。

調査事例

◦�売上計上基準からの意図的な逸脱の調査

◦�売上の前倒し計上又は費用の繰り延べの調査

◦�工事進行基準の不適切な適用による売上・
売上原価の操作の解明

◦�循環取引の実態解明

◦�製造原価の意図的な操作による利益のかさ
上げの解明

◦�偽装在庫・在庫数量改ざんに関する調査

◦�簿外資産・簿外取引に関する調査

◦�関連当事者取引に関する不適切な開示に関
する調査

◦�海外子会社における資産の流用・不適切な
財務報告に関する調査
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品質不正・データ改ざんに関する調査

品質検査体制の不備問題など、品質不正・データ改ざんに関する問題発覚時に適切
な対応を怠ると、売上の著しい減少やブランドイメージの悪化など、様々なダメージ
を負ってしまいます。さらに、ESG（環境・社会・ガバナンス）投資等の高まりによっ
て非財務情報がより投資家の意思決定に重要な影響を与えるようになったこともあり、
非財務情報を実態よりも良く見せる形で開示しようとする誘因が企業に生じるリスク
が高まっています。

これらの問題に対しては、発生を未然に防止する仕組み・体制構築が重要ですが、万
が一問題が発覚した場合には、適切な対応をとることが企業の存続のために必要不
可欠です。PwCのフォレンジックサービスは、高度な専門性が求められる製品の品質
やデータ改ざん等に関して、豊富な知識と経験を有するメンバーが不正・不祥事発覚
時の企業の対応を支援します。

調査事例

◦�不正な品質検査に関する調査

◦�リコール対象基準に関する調査

◦�販売製品の原料表示偽装に関する調査

◦�製品検査データ改ざんに関する調査

資産横領・背任に関する調査

現金や預金の着服、取引先との共謀によるキックバックの受領など、企業から不当に
利益を得る手口はさまざまです。内部統制の整備・運用が形骸化してしまっている部
門、支店、子会社などにおいて、不正が長期間発見されず、大きな問題に発展するケー
スが後を絶ちません。

資産横領や背任に関する問題については、最終的には、横領罪、背任罪などの刑事
事件として警察などの公的司法機関の手に委ねることになる場合も少なくありません
が、その兆候をつかんだ企業は、株主、投資家などの利害関係者への説明責任をタ
イムリーに果たすべく、早期に事実の把握、財務諸表への影響額の算出、根本原因
の分析、再発防止策の策定等が必要となります。PwCのフォレンジックサービスは、
これらの事案について、不正・不祥事の事案に即した最適なサービスを提供します。

調査事例

◦�仕入業者・サービス業者からのキックバック
や個人リベート受領に関する調査

◦�会社資金の着服／会社経費の濫用に関する
調査

◦�会社資産の個人事業への流用に関する調査

◦�利益相反取引調査
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不正リスクマネジメントの流れ

不正リスクマネジメント

企業の海外進出や事業の拡大に伴い、子会社や海外支店、関連会社の管理は複雑さ
を増しています。また、いったん不正が発生すると、調査や当局への対応、株主やそ
の他利害関係者への情報開示など、通常の事業活動に支障をきたすほどの時間と労
力、コストがかかります。不正を未然に防ぐ体制を整えておく、また不正が行われた
としても早期に発見し、事態が大きくなることを防ぐ仕組みを整えておくことは、企業
にとって重要かつ早急に対処すべき課題です。さらに、万が一不正が発覚した場合に、
初動において誰がどのような対応をとるべきか、不正の規模や内容によってさまざま
なインシデント対応策を構築しておくことも必要です。

数多くの国内・海外関連会社を有する複雑な組織形態の企業に対して、各拠点にお
ける不正リスクの洗い出しから、不正リスク評価、不正防止プログラムの構築、およ
びモニタリング活動に至るまで、不正の防止および発見についてのトータルサポートを
行います。また、現在実施している不正対策の評価やギャップ分析、従業員・職員に
対する研修など、個別のご要望への対応も可能です。
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贈収賄・汚職および競争法関連サービス
ビジネスのグローバル化が進み、規制環境の変化および当局による取り締まりが活発化している昨今、贈収賄・汚職および
競争法違反のリスクに関する問題は、企業にとって最も懸念すべき問題の1つとなっています。これらの規制は、違反した
場合の罰金の金額が、数十億から数百億円に達することも多く、調査や是正措置の策定や実行にも多大な費用を要します。
したがって、グローバルに事業展開する日本企業にとって、贈収賄・汚職および競争法に関するコンプライアンスを徹底す
ることは、喫緊の経営課題といえます。

反贈収賄および競争法コンプライアンスプログラムの構築支援

賄賂の問題に関して、企業が置かれている環境は深刻です。ここ数年のFCPA※1 等に
基づく賄賂などの腐敗行為に対する取り締まりの強化は、企業による適切な反汚職コ
ンプライアンスプログラムの構築・運用を強く求めているといえます。経営者による責
任は、財務報告にかかわる内部統制と同様に重大なものとして認識されます。また、
米国において量刑の判断基準として制定された連邦量刑ガイドラインでは、適切なコ
ンプライアンスプログラムの設置企業には量刑を軽減する指針があり、UK Bribery 
Act※2では企業に汚職防止を目的とした「適切な手続き」を整備することを要求してい
ます。今後、企業におけるコンプライアンスプログラムの策定、周知、モニタリングお
よび見直しなどの一連のマネジメントサイクルの構築やそれを支える人員、権限など
の経営資源の手当、組織の自浄作用の発揮やリスクが顕在化した場合の迅速な対応
体制の整備が全ての国際企業に求められるでしょう。

PwCのフォレンジックサービスでは、PwCがグローバルで蓄積した贈収賄・汚職およ
び競争法に関する事例分析、調査経験を基に、適切なコンプライアンスプログラムの
導入を支援します。

反贈収賄・汚職および競争法コンプライアンスプログラムの流れ

※1：FCPA（連邦海外腐敗行為防止法）とは

公正な商取引などを目的として、1977年に
米国で制定された外国公務員などに対する
贈賄などを禁止する法律です。対象となる範
囲は米国企業に限らず広範囲に及ぶため、グ
ローバルに事業展開する多くの企業にとって
は、適切なコンプライアンスプログラムを構
築するなどの対応を取ることが肝要です。

※2：UK�Bribery�Act（英国贈収賄法）とは

2011年に施行された英国における贈収賄に
関する罰則を定めた法律です。特色としては、
公務員に対する贈賄だけでなく、民間部門
の贈賄についても禁止している点、また、贈
賄と収賄の両方を犯罪行為としている点や、
ファシリテーションペイメント（円滑化のため
の少額の支払い）を禁止している点が挙げら
れます。
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日本国内に本社をもつメーカーであるクライアントは、自社の競争法コンプライアンス
プログラムの構築・運用等について、専門家によるレビュー、およびその社内体制に
ついてのアドバイスを求めていました。それに対しPwCのフォレンジックサービスは左
記のような支援を実施しました。

競争法コンプライアンスプログラムの運用状
況についての外部評価事例 

◦�競争法遵守に関する規程、ガイドラインの
査閲

◦�社内関係部署に対するインタビューの実施

◦�定期的なコンプライアンスプログラムの実
施状況についてのレビュー

�　　―��関連文書の作成・保存状況についてサ
ンプリングによるテスト

�　　―��教育研修体制および報告体制、モニタ
リング体制等のレビュー

贈収賄・汚職および競争法に関する不正調査

贈収賄などの事件が発覚した場合の事実関係の調査も、その他の不正案件と同様に
慎重かつ迅速に行う必要があります。PwCのフォレンジックサービスは、その調査・
分析から、社内外ステークホルダーとのコミュニケーション、当局による調査への対
応および（必要に応じて）当局への報告をサポートいたします。また、インシデント対
応状況の追跡・管理や再発防止策・追加対応策の策定および改善措置や実行記録の
作成と、今後のコンプライアンス施策への活用を支援します。

最近では、世界銀行等の国際開発金融機関（MDB）による融資契約の腐敗行為禁止
条項についての調査も増加しており、違反が発見された場合には、多額の金銭的ペナ
ルティに加え、MDBからの融資の打ち切りや、その後の入札参加資格のはく奪等、グ
ローバルで事業を展開する企業にとって大きな痛手となる場合もあります。

更に、日本の独占禁止法違反による公正取引委員会からの立ち入り調査後の社内調
査支援、また、立ち入り調査が入る前の、課徴金減免申請（リニエンシー）のための
事前社内調査支援等も行います。

◦		反贈収賄規制・競争法違反に関する不正調査の実行支援（会計記録の分析・電子メー

ル	及び電子データレビュー・関係者へのインタビューなど）

◦		インシデント対応支援（ステークホルダー対応、当局報告、改善措置実行支援、通常

業務への復帰支援など）

規制違反とインシデントに対する主な支援項目
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ISO37001（反贈収賄マネジメントシステム）認証取得サポート

2016年10月、国際標準化機構は、反贈収賄マネジメントシステムに関する国際規格
（ISO37001）をリリースしました。この国際規格は、贈収賄防止コンプライアンスの「共
通言語」として、反贈収賄コンプライアンスプログラムおよび規程に含まれるべき基
準を明確にしています。すなわち、企業やその社員、さらには企業の取引先などによ
る贈収賄行為を効果的に防止・発見するための対策および統制の概要を示しています。
ISO37001は、FCPAやUK Bribery Actなど世界の代表的な反贈収賄規制およびガイ
ドライン、事例を参照しており、強固な反贈収賄体制の構築にむけた対策を提言して
います。

組織がISO37001に準拠した運用を行っている場合、組織の社員あるいは経営陣が
贈賄で罪に問われたとしても、組織としての賠償責任が軽減される可能性があります。
特に開発途上国等のインフラストラクチャー整備事業等に直接的、間接的に関与す
る組織や、事業展開上、外国公務員と直接的、間接的に接触する可能性のある組織
には有益なツールといえます。

ISO37001（反贈収賄マネジメントシステム）認証取得サポート
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M&A時の反贈収賄・汚職デューデリジェンス

企業買収の際に、対象企業の財務デューデリジェンスを行うと同時に、対象企業やそ
の経営陣に潜むその他のリスクを正しく認識する必要があります。特に、新興国など
汚職リスクの高い海外マーケットに投資する際には、対象会社の汚職リスクや汚職に
関する情報を得た上で買収交渉に臨むことが重要です。これは、米国司法省および米
国証券取引委員会（SEC）より発表されたFCPAに関するガイドライン（FCPA Resource 
Guide１）でも推奨されており、欧米企業だけでなく、最近は多くの日本企業でも取り
入れられています。

PwCのフォレンジックサービスでは、対象企業の情報が限定されているディール初期
の段階では、ビジネスインテリジェンスを用いて、対象企業やその経営陣・大株主、
さらに対象企業の取引先などの評判・経歴やその他汚職リスクに関する情報を入手し
ます。対象企業の内部情報が入手可能なデューデリジェンスの段階では、コンプライ
アンス方針や規程類のレビューを始め、コンプライアンス組織体制や研修の有無と
いったより実質的なコンプライアンス体制を確認します。また、適切な会計処理、承
認プロセスなどが正しく遵守されているかを確認するため、インタビューの実施や、
サンプルベースでの取引テストを実施し、内部プロセスや取引実態に迫ります。

デューデリジェンスの結果、贈収賄・汚職のリスクが高いと判明した場合には、買収
価格の調整や買収の実行自体を再検討する必要が生じます。また、対象企業のコン
プライアンスプログラムの現状を把握することで、統合後の適正な費用対効果が理解
できることから、買収案件の選定にも役立ちます。

反贈収賄・汚職デューデリジェンスワークフロー
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デジタル・フォレンジックス
デジタル・フォレンジックスは、調査対象となったPCやスマートフォンに保存されている電子情報の解析により事実解明を
行うための技術で、訴訟や海外規制当局による捜査に協力する際の対象データの収集にも広く使用されています。現在、発
生するほとんどの不正事件において、PCやスマートフォンなどを含むデジタル機器が使用されないことは無いといっても過
言ではありません。そのような事件では、デジタル・フォレンジックスが事件解決の突破口となることがしばしば見られます。
トレードシークレットなどの企業秘密を国内外の競合先に持ち出すなどの産業スパイ行為、証拠隠滅を図るためのデータ
の隠ぺいや削除などはデジタル・フォレンジックスがその有効性を発揮する典型的な例となります。それらの調査では削除
ファイルの復元、インターネットの閲覧履歴、外部記録媒体の使用履歴の確認など、証拠となるさまざまな情報を積み上げ
ていきます。その他にも、デジタル・フォレンジックスの技術が応用されるシーンは無数にあり、企業は今後さまざまな問
題解決のためにこの技術を使う場面に遭遇する可能性が増すことが予想されます。

コンピュータ・フォレンジックス

PC内には不正事件の証拠と成り得るデータが保存されているケースが多く存在しま
す。しかし、不正事件の調査を行う際に、単純なデータコピーによって証拠となるデー
タの収集を行うと、証拠性の維持が保証されないだけでなく、削除データの復元など
も不可能な状態になることから、裁判や関係当局との交渉において証拠として認めら
れないなどのリスクが生じます。確実な証拠としてデータを抽出、保管するには、専
門家による特殊な手法でのデータ抽出および正確な記録管理が必須です。PwCのフォ
レンジックサービスは、日本国内における訴訟対応だけでなく、米国をはじめとする
海外での訴訟や規制当局に対する証拠提出の豊富な実績を有しており、経験豊富な
プロフェッショナルによる、グローバルで信頼度の高い専用機材・ソフトウェアを用い
たプラクティスおよびプロジェクト・マネジメントを提供しています。

モバイル・フォレンジックス

今日ではスマートフォンなどのモバイル機器がビジネスにおいて必要不可欠となってい
ます。特にスマートフォンは小型ながらPCとほぼ同等の機能を備えており、不正事件
における重要な証拠が保存されていることがあります。

従業員個人が所有するスマートフォンを業務で使用（BYOD: Bring your own device）
する組織が増えつつありますが、組織が従業員に配布している場合と比較して使用可
能なアプリケーションの制限などの統制が困難であり、不適切な情報の持ち出しなど
を見逃す危険性があります。不正事件の対応時は、専門家による特殊な方法で、証
拠としての能力を棄損せずにデータを収集する必要があります。

PwCのフォレンジックサービスでは、従来の携帯電話から最新のスマートフォンおよ
びタブレット端末まで、各種のモバイル機器に対応したデジタル・フォレンジックスを
行うことが可能です。
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eディスカバリー
訴訟や仲裁などにおけるディスカバリー手続において電子情報を迅速に収集・処理・レビュー・分析し、必要に応じて証拠
として提出するというプロセスを、いかに効率的に、かつ高い精度で実施するかが、多くの日本企業にとって大きな課題となっ
ています。また、平時から有事を想定した情報管理を徹底し、訴訟や規制当局調査に対しての準備態勢を整えることも極
めて重要です。

PwCのフォレンジックサービスは、日本国内で一気通貫したeディスカバリーサービス
を提供します。PwCのクラウドベースのeディスカバリーレビュープラットフォームは、
日本国内に位置する強固でセキュアな世界水準のデータセンターに支えられ、24時間
世界のどこからでもアクセスできる環境を提供します。また、平時から訴訟や規制当
局の調査に対しての準備態勢（Readiness）を整え、適切でスムーズなeディスカバリー
を実現するためのコンサルティングサービスも提供しています。

eディスカバリー

◦		証拠保全
	 	証拠の改ざんなどが起きないよう、確実に
訴訟ホールドを実施します。

◦		証拠収集（データコレクション）
	 	証拠性を維持する手法でデータを収集し
ます。日本国内はもちろん、国外でのデー
タコレクションもPwCのグローバルネット
ワークを利用してスムーズに対応可能です。

◦		データ処理・ホスティング
	 	国内に設置されているeディスカバリープ
ラットフォームは24時間365日稼働し、ド
キュメントレビューやフォレンジックデータ
分析に必要な処理（重複データ削除など）
を、収集したデータに対して高速に実行し
ます。

◦		ドキュメントレビュー
	 	各業界のエキスパートを中心に、案件に合
わせてドキュメントレビューチームを構成
し、短期間で大量のドキュメントのレビュー
を可能にします。機械学習などを含むAI技
術を利用して、短期間で大量かつ広範囲の
ドキュメントレビューを行うことも可能です。

◦		分析
	 	ドキュメントレビューによって特定された
文書を、案件の目的に応じて詳細に分析し
ます。

◦		提出
	 	要求された提出形式で速やかにドキュメン
トを提出します。要求される提出形式が複
雑な海外規制当局向けの対応も可能です。

eディズカバリーワークフロー
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海外訴訟対応

日本企業の海外進出に伴い、海外における訴訟リスクが高まっています。米国や欧州
などの国で提訴された場合、訴訟が行われると合理的に判断される時点からの企業
内のデータの保全義務が発生します。これが確実に実施されない場合は、実際の争
点に関わらず、制裁措置の適用または不利な条件で和解をしなければならない状況に
陥るリスクが発生します。しかし日本国内では、法制度の違いから厳格かつ多様なデー
タ保全の実施は一般的ではなく、誤った対応や対応の遅れにつながり、訴訟において
非常に不利な結果になるケースが見られます。

フォレンジックサービスは、豊富な知見を有する専門家チームが迅速に証拠保全のサ
ポート、証拠収集からドキュメントレビュー、ドキュメント提出（プロダクション）まで
の全てのステップにおいてサポートを提供することで、海外訴訟対応を確実かつ効率
的に行うための支援を行います。

海外規制当局対応

近年、日本企業の海外進出の増加や、国際機関・各国政府における不正対応の厳格
化に伴い、日本企業が海外当局から摘発されるリスクが高まっています。例えば米国
のFCPA（連邦海外腐敗行為防止法）や英国のUK Bribery Act（英国贈収賄法）は適
用範囲が非常に広く、米国や英国でビジネスを行う企業であれば、日本企業であって
もこれらの法律に抵触するリスクが存在します。また規制当局に摘発された場合に、
企業の対応が不十分であると莫大な罰金あるいは制裁金が科され、ビジネスの存続
を脅かすこともあります。一方、適切な方法で迅速に対応することで、リニエンシー
制度の利用などを含む罰金あるいは制裁を大幅に軽減することが可能な場合があり
ます。

PwCのフォレンジックサービスは、海外規制当局対応についての十分な知見を有する
専門家チームが規制当局対応に必要な作業を支援します。

eディスカバリーレディネス（eDiscovery	Readiness）

海外訴訟や海外規制当局の調査は予兆なく発生します。訴訟が発生した場合は企業
内データの保全および提出が求められますが、これを想定した業務プロセスやシステ
ムが存在しない場合は、短期間での確実なデータの保全および提出は非常に困難で
す。迅速かつ適切な対応を行うためには、訴訟が発生してから対応するのではなく、
平時から訴訟や規制当局の調査に対して準備態勢(Readiness)を整えることが必要で
す。これにはシステムの導入だけではなく、業務プロセスの構築・改善も必要となり、
一朝一夕で完了するものではありません。海外訴訟や海外規制当局の調査についての
知見を持つ専門家が関与した上での周到な準備が必要です。

PwCのフォレンジックサービスは、eディスカバリーの準備態勢を整えるためのコンサ
ルティングサービスを提供しています。
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フォレンジックデータ分析ワークフロー

フォレンジックデータ分析
近年のビジネス環境では、事業活動のあらゆる面において電子データが介在するようになり、企業が取り扱う電子データ量
は増加の一途をたどっています。その結果、不正の事実や兆候が、企業が保有するデータの深層に潜んでいる可能性が高
くなってきていると言えます。そこで、企業内外に存在する膨大かつ複雑なデータを分析・可視化し、事業活動における不
正の事実や兆候を初期段階で検出できれば、不正の未然防止や抑止効果のみならず、実際に発生した際の損失を最小限
に抑えることが可能となります。

PwCのフォレンジックサービスのデータ分析は、企業が保有するデータを理解し、ニー
ズ・環境に合わせて多様なデータを総合的に分析することにより、従来の取引モニタ
リングなどでは検出できなかった不審な取引や関係性を特定します。分析モジュール
は、PwCが長年蓄積してきた不正調査・不正防止の分野における知見とデータ分析の
専門知識を用いて構築されています。また、これらの手法を継続的なモニタリング手
続きに組み込むことで、企業の不正の萌芽を断ち、損害の拡大防止に貢献します。さ
らに分析の過程で、改善すべき事項（規程と実際の業務との乖離など）について明ら
かになることもあります。

フォレンジックデータ分析のメリット

従来のランダムサンプリングをベースとする調査と比較して、フォレンジックデータ分
析では、効果的・効率的なリスクベース調査を可能にします。

従来までのランダムサンプル調査は、対象データから無作為にサンプル抽出を行い、
詳細な調査を行います。この調査の前提として、不正リスクが母集団全体で均一であ
ると仮定して進めるため、本来、不正検知には不向きの手法であるといえます。

一方、リスクベースの調査では、対象データ全体に対しデータ分析・リスク評価を行
います。その結果をもとにリスクに応じて、サンプル抽出や詳細調査を行います。

データ分析でリスクの高低を把握することで、調査の重点・方向性・仮説の
具体化を行うことができ、調査品質の向上が期待できます

調査品質の
向上

メリット 概要

対象データ全体を分析することで、データの整合性・網羅性を担保でき、ラ
ンダムサンプリングでは困難だった全体に対する異常値の検出が可能です

サンプリングリスク
の低減

データ分析・リスク評価のプロセスを自動化・標準化することで、 調査の効
率化、および調査手法や観点の属人化軽減が期待できます

調査の
効率化・標準化
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フォレンジックデータ分析事例

◦		架空の取引先の検出：日系機器メーカーのアジア生産子会社にて、従業員による購
買の不正が発覚。PwCのフォレンジックサービスでは購買データにベンダーマスター
や地図情報を組み合わせて分析した。その結果、架空の取引先を用いた不正が行
われていたことが発覚。再発防止のため、社内承認 フローの見直しを行った。

◦		不適切な経費精算の検出：日系材料メーカーにて不適切な経費の使用が発覚。
PwCのフォレンジックサービスではデータ分析のモジュールを使い、経費明細、従
業員名簿、勤怠記録等を組み合わせて経費データを分析した。その結果、同様の
不正だけでなく、異なる手口の経費不正も発覚。

◦		不正調査や内部統制高度化支援サービス：フォレンジックデータ分析により不正リ
スクの高い取引を把握し、それらの取引を中心に内部監査を実施した。その結果
に基づき、一部の取引や従業員について、より詳細なフォレンジック調査を実施し、
実態を解明した。さらには、コンプライアンス体制や内部統制の拡充、リスク管理・
対応体制の整備などの内部統制の高度化についてもサポートした。（下図参照)

事例　フォレンジックデータ分析を利用した不正調査の実施や内部統制高度化支援サービス

リスク評価データ分析KRIの定義

スコーピング 調査対象の確定

KRI=Key Risk Indicator
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・不正リスク要因の特定と、それら不正リスクの格付け、既存の内部統制の有効性評価

・不正リスク防止プログラムの策定、対応計画の立案や実施体制の確立
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ライセンスマネジメント
特許権を始めとする知的財産権は、企業の重要な収益源であり、戦略的なマネジメントの必要性が高まっています。製造
技術、ソフトウェア、ブランドや商標など、他社とライセンス契約を締結してライセンスを供与する場合、通常はライセンサー
（ライセンス供与者）がライセンシー（ライセンス使用者）からロイヤリティ（知的財産権の利用に対する対価）を受け取りま
す。しかしながら、その支払額の計算や報告はライセンシー自らが行う場合が多く、契約書の解釈の相違や誤解、誤謬な
どにより、ロイヤリティの過小報告が見過ごされているケースが多く見受けられます。

フォレンジックサービスによるロイヤリティ監査

PwCのフォレンジックサービスはこれまで多様な業種のライセンサーからの依頼を受
け、全世界のPwCネットワークと会計監査等の経験を活用し、ライセンス契約に含ま
れる監査条項を行使するかたちで、ロイヤリティ監査を実施してきました。具体的に
は、ライセンシーがロイヤリティ計算に使用した売上などの会計データを使ってロイヤ
リティの再計算を実施したり、ロイヤリティ非対象となっている製品の製品テストや在
庫データの確認、取引テスト等様々なデータを分析します。また、使用されているデー
タの網羅性や正確性を確認し、ロイヤリティ計算過程が契約で定められている内容と
整合しているかを確認するなど、さまざまな観点からこれまで支払われたロイヤリティ
金額の妥当性を検証し報告します。

さらに、過少報告の発見だけでなく、契約違反や契約書の解釈上で問題となり得る
事項についてもクライアントであるライセンサーへ報告します。それにより、将来にわ
たるロイヤリティ収入の増加や他のライセンス契約における類似問題の把握にも寄与
することができます。また、ロイヤリティ監査を通じてライセンシーと継続的なコミュ
ニケーションをとることで、ライセンシーとの信頼関係の構築にもつながります。

コンプライアンスの重要性が増している昨今、ライセンシーに対するロイヤリティ監査
は決して取引関係に悪影響を与えるものではありません。それどころか、コンプライ
アンスプログラムの一環として定期的にロイヤリティ監査を行い、適切にロイヤリティ
収入を得る事は、自社の株主に対し利益を還元し、取引相手と健全な関係を構築す
るための最良の手段とも言えます。

ロイヤリティ監査の一般的な流れ
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ライセンス管理体制構築およびレビュー・改善支援

1.�管理体制レビュー・改善支援

ライセンス管理体制をレビューし現状を可視化します。可視化後に問題点を洗出し、
改善策を検討し、管理体制構築まで支援します。

2.�管理体制改善によるメリット

管理体制改善・強化により、下記を含む様々な効果をクライアント企業にもたらして
います。
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契約の遵守に関するモニタリング
契約の遵守に対する取り組みは、ROI（投資収益性）やキャッシュフローの改善に寄与し、経営陣が将来に向けた経営判
断をする上で重要な戦略となります。株主をはじめとする各利害関係者の利益を重要視する日本のコーポレートガバナンス
において、経営陣は、契約の遵守に真摯に取り組むことが、株主などの利害関係者の期待に応え、また戦略的な優位性を
獲得するために重要であるといえます。

PwCのフォレンジックサービスでは、ライセンス契約に基づくロイヤリティ監査以外に
も、企業間の様々な契約における、契約の遵守に関するモニタリングを行っています。
独立した第三者によって、ビジネスパートナーが契約に定められた方法で適切に事業
や取引を行っているかを確認することで、今まで気づかなかった契約の不履行や契約
内容の解釈の違いなどを発見することができます。また海外の複数の国に跨る複雑な
契約に対しても、PwCのグローバルネットワークを活用した効果的かつ効率的な調査
を実施することができます。

ビジネスパートナーが世界のどこで事業を行っていようと、契約の遵守に関するモニタ
リングをできるようにする必要があります。PwCのフォレンジックサービスによるあら
かじめ高リスクの対象を特定するフォレンジックアプローチによって、費用対効果の高
い方法で、高リスクな契約相手のリスクを低減することが可能です。

契約遵守モニタリングの流れ

調査事例

事例：サプライヤー契約

◦�サプライヤー契約に記載されている調達価
格の計算式に沿って調達価格が算定されて
いるかについての検証

◦�サプライヤーの購買担当、技術担当、営
業等関連する部署の人員に対するインタ
ビューの実施

◦�調達価格算定のプロセスの確認と、サンプ
ルベースによる証憑類の確認

◦�サプライヤー契約に記載されている原料
メーカーから、正規手続きを経て購入され
ているかについての検証

結果として、算定プロセスにおける計算式の
ミスや、契約違反等が発見された。
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係争・訴訟支援サービス
近年、日本企業が海外企業からの訴訟に巻き込まれるケースや、逆に日本企業が海外企業を訴えるケースが増加しつつあ
ります。その上、これまで日本企業の間で発生した係争は多くの場合、企業間の和解で解決していましたが、昨今は解決
策を訴訟に求めるケースも見受けられており、これまで以上に訴訟を始めとした係争に対しての意識および対応策の改善が
重要視されています。

PwCのフォレンジックサービスでは、係争支援分野において、これまで蓄積された豊
富な経験とノウハウを有しています。また、サポートにあたっては多様な業界に精通し
た人材やPwCのグローバルネットワーク、そして会計、IT、不動産評価、知的財産評
価などさまざまな分野の専門家の知識と経験を結集してクライアントをサポートして
います。

具体的には、裁判に有用な証拠資料の収集を行うとともに、独立した専門家としての
立場から、証拠の検証と分析、損害額の算定（もしくは相手方が算定した損害額の妥
当性検証）などのサポートを行います。

特に、企業が訴訟に直面した場合、多額な訴訟コストを負担する可能性があります。
実質的なコストとして、損害賠償額、訴訟費用や弁護士費用、調査費用などがありま
すが、そのほかの機会損失による収益の損失や、レピュテーション棄損による損失
も軽視できません。PwCのフォレンジックサービスでは、企業間紛争や訴訟において、
発生のダメージを最小限にするため、適切な証拠の収集、適切な損害金額の算定、
そしてこれらの有用な情報を活用し戦略策定を支援します。

係争・訴訟支援サービス

係争支援サービス事例

知的財産に関連した民事訴訟支援

◦�PwCのフォレンジックサービスでは、ライ
センス契約に基づくロイヤリティ監査および
企業会計の専門家として、自社が被った損
害額の算定や請求されている損害賠償額の
妥当性検証等で企業を支援します。

◦�裁判で損害額算定根拠として使われる専門
家報告書（Expert�Report）の作成や法
廷において証言を行う専門家証言（Expert�
Witness）等のサービスを提供します。
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危機対応
会計不正や品質問題等に起因し、組織が突如として危機的状況に直面するケースが増えています。また、不確実性の高ま
る中、業界環境の急変や災害等により収入が激減するといった事態も想定されます。そのようなとき、「ダメージをコントロー
ルし、最小化する」ことは、経営者にしかできません。PwCは豊富な経験を活かし、経営者を中心とした危機対応を総合
的に支援します。

危機対応の難しさ

危機対応の難しさは、下記に代表される特有の性質にあります。

◦		現場には「極力、内密に社内や現場で対応したい」、マネジメントでは「大袈裟にした
くない」という心理がどうしても働き、小出し・過小の報告がなされたり、事態が過小
評価されたりします。

◦		短期間で事業存続を左右する難しい判断を数多く求められることになりますが、通常、
そうした状況の経験はなく、対応できる特殊なノウハウは社内にはありません。

事前準備を万全に。事態に直面したら過小評価せず、万全の対応を

◦		事態を過小評価し初動対応を誤り、損害の急速な拡大により、ブランド価値の大きな
毀損、ひいては事業存続が難しくなるケースも見られます。発生してしまった場合には、
初動対応の重要性を認識して行動することが大切です。

◦		加えて重要なのは、回避・予防の取り組みです。コンプライアンスや内部統制の拡充、
リスク管理・対応体制の整備、危機対応マニュアルの整備、重要リスクへの対応シミュ
レーションなどがあります。

危機対応のサービス領域

危機発生時には、経営・財務・法務関連で膨大な非日常業務が突如発生します。PwCは、
弁護士などの特定分野の専門家とも連携し、危機局面の早期打開に向けた取り組み
を総合的に支援します。具体的には、下記の３つのステージにおいてそれぞれの専門
家にて支援チームを組成します。

◦		危機発生前の準備（回避・予防措置）

◦		危機発生時の迅速かつ効果的な対応

◦		危機対応後の事業回復対応

Prepare
準備

Respond
対応

Recover
復旧
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ビジネスインテリジェンス
Global Intelligence Operations Center (GIOC)
新規市場への進出、戦略の再構築、他社の買収、主要人材の雇用、新規事業の検討、危機的状況への対処―経営者がクリティ
カルな意思決定を行う局面において、最新かつ正確で関連性の高いビジネスインテリジェンスを得る事は極めて重要です。

PwCのGlobal	Intelligence	Operations	Center（GIOC）は、何百万とあるソースから様々な情報（インフォメーション）
やデータを収集し、あらゆる角度から徹底的に評価・分析し、クライアントが事業戦略上最善の結果を導き出すための洗
練された知的情報（インテリジェンス）を提供します。

GIOCのインテリジェンス構築プロセス

インテリジェンス・ソリューションの全体像

サービス 内容

競合他社に関するインテリジェンス
自社のビジネス優位性を確保するために、公開情報を基に競合他社に関する調査を行います。
これにより、ビジネス機会の特定やリスク認識を行うと同時に、競合他社の動きにより機敏に
対応することが可能になります。

ソーシャルメディアインテリジェンス
ソーシャルメディアインテリジェンスは、SNS上の動きや会話をモニターし、そこから発信され
るデータ等を分析することにより、ユーザーのニーズに基づく傾向を特定することができます。

サードパーティーデューデリジェンス
公開情報から、潜在的顧客などの第三者（法人及び個人）にまつわる評判、反社会的勢力との
繋がり、贈収賄等の不正リスクなどについて理解を深めます。また、分析結果と、第三者から提
供された情報とを比較・検証することができます。

取引案件および取引先に関するインテリジェンス M&A案件において、対象会社及びその経営陣に関する情報を収集、分析、報告します。

24時間対応モニタリング
公開情報を24時間体制でモニターし、クライアントにとって重要あるいはリスクとなる情報を
リアルタイムで収集、要約および報告します。

新規進出国・地域に関するインテリジェンス
新規市場における戦略的・競争優位性を確立するため、進出に先立ち対象国・地域における運
用上、規制上、地政学的、文化的リスクを事前に調査します。

ニーズに応じたインテリジェンス
その他、PwCの情報集約・分析力を駆使して、クライアントの特定のニーズに合わせたカスタ
マイズサービスを提供します。

ソーシャル
メディア

既存の
報道関係者

聞込み調査

業界幹部との
リレーション
シップ

インデックス化
されていない
Web情報

公的記録

法規制 地理的情報 リスクおよび
コンプライアンス

リスト



22

サイバーセキュリティ＆プライバシー
サイバーインシデントの発生は予期できません。それゆえインシデント発生を想定した危機管理が極めて重要です。サイバー
インシデントは発生するものであることを前提とした上での速やかな事業再開を重視するレジリエントセキュリティ、レピュ
テーション維持を可能にする適切な情報開示そして第三者監査による保有情報のリスク把握が、これからの企業運営に不
可欠と言えるでしょう。現代社会の深刻な課題であるサイバー脅威に向き合い、クライアントとともに解決策を見いだします。

 インシデント
レスポンス

サイバーインシデント発生時に、詳細な調査分析による迅速な対処や復旧を行
い、同時に危機管理対策を実行することで、被害の拡大を未然に防止します。
•インシデントレスポンスアドバイザリー
•インシデントディテクション＆リカバリー
•セキュリティインシデント発生時の調査支援
•デジタルフォレンジック（マルウェア解析など）
•第三者委員会の運営支援
•ステークホルダー・マネジメント（顧客、法務、広報、監督官庁など）
•スレットハンティングサービス

 セキュリティ
マネジメント

サイバーインテリジェンスやサイバー演習により、最適なサイバーセキュリティ
を実現するための優先順位決定を支援します。
•Game of Threats™ （サイバー攻撃とインシデントレスポンスを疑似体験で
きる対戦型ゲーム)
•レッドチーム演習
•アドバンストSOCサービス
•脅威・脆弱性情報提供
•グローバルなセキュリティ動向調査・レポート
•グローバル・セキュリティサーベイ 

 セキュリティ
コンサルティング

サイバーセキュリティを改善するための戦略やロードマップを策定し、最適なサ
イバーセキュリティ態勢の構築を支援します。
•サイバーセキュリティ戦略・ロードマップ策定支援
•セキュリティ管理態勢構築支援
•セキュリティインシデント検知機能の高度化・SOC構築支援
•インシデントレスポンス態勢の高度化・CSIRT構築支援
•サイバー攻撃対応支援
•セキュリティ内部監査態勢の構築支援
•EU一般データ保護規則（GDPR）への対応支援
•72時間侵害通知支援サービス

 セキュリティ
アセスメント

組織のサイバーセキュリティ現状を客観的に検証し、抽出された課題から今後導
入すべき対策を把握し、サイバーセキュリティ投資効果の最大化を支援します。
•サイバーセキュリティ監査／内部監査支援サービス
•セキュリティストラテジー・ガバナンス評価
•サイバーセキュリティ対策の有効性評価
•サイバーセキュリティ・ベンチマーキング
•脆弱性診断サービス
•ペネトレーションテスト
•IoT製品・組み込み機器へのハードウェアハッキングテスト
•ワイヤレス通信アセスメントサービス
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PwCあらた有限責任監査法人のご紹介

PwCあらた有限責任監査法人は、卓越したプロフェッショナルサービスとしての監査
を提供することをミッションとし、世界最大級の会計事務所であるPwCの手法と実務
を、わが国の市場環境に適した形で提供しています。さらに、国際財務報告基準
（IFRS）の導入、財務報告にかかわる内部統制、また株式公開に関する助言など、
幅広い分野でクライアントを支援しています。

PwCコンサルティング合同会社のご紹介

PwCコンサルティング合同会社は、経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティ
ングサービスを提供しています。PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライア
ントが直面する複雑で困難な経営課題の解決に取り組み、グローバル市場で競争力を
高めることを支援します。

PwCアドバイザリー合同会社のご紹介

PwCアドバイザリー合同会社は、M&A、事業再生・再編、インフラ関連の高い専門
性をもって、変化する企業の成長戦略の実現を支援しています。PwCグローバルネッ
トワークと連携しながら、クライアントがグローバル市場で競争優位性をより強固に
確立できるよう、最適なサービスを提供します。
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