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はじめに
タイは長い進出の歴史に裏打ちされた産業の集積が進んで
おり、8,000社以上の日系企業が進出しています。近年にお
いて周辺国（ミャンマー、ラオス、カンボジア等）への進出の
動きもあるものの、充実したサプライチェーンを背景とした
部材・サービスの容易な調達、外国投資優遇政策の存在、
整備されたインフラ等の魅力により、日系企業のタイへの進
出は依然として続いています。一方で、政治・災害リスクや
人件費の上昇、少子高齢化に伴う人手不足といったリスク
も存在します。加えて、タイを含む東南アジアにおいては経
済犯罪（以下、「不正」）が起きるリスクが相対的に高いため、
進出企業にとっては、いかに不正と対峙するかが重要な課
題となっています。
PwCでは Global Economic Crime Survey（世界経済犯罪
実態調査）を隔年で実施しており、2016年度は世界 115か
国にて調査を実施し、6,377社から回答を得ました。本稿で
は、タイにおける調査（以下、「本調査」）の結果に基づき、タ
イにおける不正の実態を理解するとともに、進出企業がどの
ように対処すべきかを考察します。なお、本文中の意見に関
する部分は、全て筆者個人の私見であり、PwCあらた有限
責任監査法人の正式見解ではないことをあらかじめお断り
します。

●タイの調査は、タイ企業 261社からの回答結果に基づき作成されており、
44%が多国籍企業、40%が日本企業、49%が従業員 1,000名以上の企業
に該当します。業界としては自動車を含む製造業が最も多く、金融、小売と
続いており、これは、タイの産業構成を反映しています。

●本文中の調査結果や図表の出典は「PwC’s  2016  Global  Economic 
Crime Survey: Thailand Results」になります。
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タイにおける経済犯罪（不正）の実態と対策
～PwC世界経済犯罪実態調査2016（タイ）の
　結果に基づく考察～

1 タイにおける不正の特徴

（１）全体の傾向

2014年および 2015年において不正が発生したと回答し
た企業の割合は 26%となっています。注目すべきは、当該
不正のうち 77%が企業内部の者による犯行であったことで
あり、グローバル平均の 46％と比べると極めて高い水準に
あります。これは、タイの企業には内部の者にとって不正が
行えてしまう環境があることの裏返しとも言えます。

なお、不正を経験した企業の 69%において金額的被害は
10万米ドル以下となっており、一つ一つの不正は比較的小
規模であるとも思えますが、19%の企業では 10万米ドル以
上、そのうち9%で 1百万米ドル以上の金額的被害となって
います。不正の約 5分の 1が 10万米ドル以上の金額的被害
であるということは、タイの日系企業にとっては看過できな
い事実なのではないでしょうか。また、不正は単に金額的被
害を与えるだけでなく、非財務的な被害（従業員のモラル低
下や風評・ブランドへの悪影響等）により、短・長期的にビ
ジネス全体に影響を及ぼすおそれがあります。

（２）主な不正の種類及びその特徴

資産の横領（2014：71%→2016：78%）
図表1のとおり、資産の横領は 78%で、2014年度調査に

続きタイにおいて最も多く発生した不正となっており、グ
ローバルの平均 64%、東南アジアの平均 69%と比較しても
発生率が高くなっています。一方で、今後 2 年間に資産の
横領が発生するとの回答は 40％と少なくなっています。こ
の数字は、ここ数年において防犯カメラの設置や倉庫管理
の徹底、入出門時の持ち物検査等、資産の横領への対策に
力を入れ始めたことによる、企業の期待のあらわれであると
推測されます。

サイバー犯罪（2014：18%→2016：24%）
サイバー犯罪は24%で資産の横領に次いで2番目に多く、
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グローバル平均の32%と同じ傾向にありますが、タイにおい
ては 2010年頃から急速に増加しています（特に金融業界）。
数あるサイバー犯罪の中で、企業にとって最も被害が大き
かったのが個人情報の漏えいであり、続いて知的財産の盗
難、風評被害との結果になっています。タイでは 39％の回
答者がサイバーリスクを認識していると回答していますが、
サイバーリスク対応の積極的な投資が行われていないのが
実態です。なお、サイバー犯罪に限った犯行ではありません
が、PwCの過去の調査では知的財産や機密事項の持ち出し
が行われたケースが散見されるため、多くの日系企業が直
面するリスクといえます。

汚職・贈収賄（2014：39%→2016：19%）
汚職・贈収賄が発生したと回答した企業は 19%であり、

2011年の 54%、2014年の 39%から大幅に減少しました。
タイの現政権は汚職撲滅を目的とした施策を打ち出してお
り、直近では、公務員の汚職および不正行為に特化した裁
判所を設立する法案が可決されています。また、2016 年
末までに法制委員会にて汚職に関する法令が可決される
予定であると発表されるなど、反汚職のための各施策の有
効性についてメディアや民間団体も含めた積極的な議論
が交わされています。このような動きが減少の理由である
と思われますが、一方で、回答者の約 4分の 1は「汚職・贈
収賄を認識していないものの発生している可能性がある」
と回答し、他の 4 分の 1は「必ずしも発生していないとは言
い切れない」と回答しています。つまり、約半数の回答企
業が汚職・贈収賄のリスクを少なからず認識していると言
えます。

購買不正（2014：43%→2016：18%）
購買不正が発生したと回答した企業は前回調査の 43%か

ら18%と大幅に減少しています。各企業が購買関連におけ
る不正防止策を講じた結果であるとも言えますが、一方で、
昨年 PwCタイが実際に行った不正調査の 7～8割が購買不
正に関連するものであったことを考慮すると、依然としてタ
イで事業を行う企業にとって最も起こり得る不正の種類であ
ると考えています。

購買プロセスごとに見ていくと、ベンダー選定時が 58%と
最も多くなっており、ベンダーとの癒着が多いことが分かり
ます。また、注目すべきは、支払時における不正の割合が
前回調査の25%から50%へと倍増している点です。これは、
従来の小切手による支払に代わりオンラインバンキングによ
る支払が増加している一方、例えば、支払先を変更する際
の統制（入力と承認の職務分掌等）の欠如など、新しいプロ
セスに対しての統制が必ずしも十分でないことが原因であ
ると考えられます。

人事関連不正（2014：18%→2016：12%）
12%の企業が採用および給与支払に関する人事関連不

正が発生したと回答しています。具体的な不正の方法で最
も多いのが、ペイロールに架空の従業員を載せて給与を不
正に払い出す幽霊社員スキームの 38%と経歴詐称の 38%
です。不適切な給与の支払による金額的影響はもちろんの
こと、経歴詐称による資格等の不備は、品質・サービスの低
下や対外的な信用の毀損などの原因となり得るので注意が
必要です。

経歴詐称を防ぐためには、資格者および一定役職以上の

2014年度調査 vs. 2016年度調査 ‒ 全業界

資産の横領 サイバー犯罪

人事関連不正 会計不正 マネーロンダリング

汚職・贈収賄 購買不正

● 2016年および2017年に発生が予測される割合
● 2014年および2015年（2016年度調査） 
● 2012年および2013年（2014年度調査）

40%

17% 12% 7%

25% 30%19%

71%

18% 18% 4%

39% 43%18%
78%

12% 10% 4%

24% 19% 18%

図表1：過去のタイにおける主な不正と今後2年間の予測
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採用については、前職、前々職への問い合わせや、採用時
の誓約書への署名などのルール化が必要と考えます。また、
入退社などの情報がペイロールに適時に反映されていない
企業が多く見られますが、幽霊社員を用いた不正防止のた
めには、当該プロセスを改めて見直すことが重要です。

会計不正（2014：18%→2016：10%）
本調査によると過去 2年間で会計不正を経験した企業は

10%で、その主な方法は、架空の売上計上や原価付替え等
になっています。しかし、実際にはこの数字より多いと考え
られます。通常、会計不正には、架空の取引のねつ造や、
不正の事実を隠蔽するための財務数値の改ざん等を伴いま
すが、横領や購買に付随する財務数値の改ざん等は、それ
ぞれ資産の横領や購買不正として回答されていると考えら
れるためです。

2 タイの不正行為者の特徴とその対処

前回の89％から12％減少して77％となったものの、依然
として企業内部の従業員が主な不正行為者という結果に変
化はなく、グローバル平均の 46%と比べると極めて高い水
準にあります。また、興味深いのは、不正行為者の役職が
中間管理職（前回調査にて56％）から管理職未満の従業員
へシフトしている点であり、同割合は前回の 36％から53％
へ大幅に増加しています。なお、外部からの不正を経験し
た企業の 31％は、ビジネスパートナーまたは代理店・エー
ジェントによるものであると回答しています。

67%

55%

34%

53%

男性
31-40 歳

大学卒 勤続3-5年 管理職
未満

77%が、
不正行為者は
内部の人間
であると回答

大半の回答者は、内部統制の欠如により不正が行える機
会が存在すること、および不正行為者に不正を実行するだ
けの知識があることが大きな原因と考えています。また、そ
のような環境下において、従業員のモラルの低下や悪意の
欠如等が相まって不正が起きていると考えられます。現に、

労働環境、給与、評価に満足していない従業員による不正
が多いのが事実です。

不正の事実・疑義が発生した際は、企業はその事実を真
剣に受け止めて対応しなければなりません。まずは事実認
定のための調査を行う必要があり、その結果に基づき解雇・
減給等の社内対応や法的手続を検討していくことになりま
す。これら調査や法的手続は、専門家のサポートが必要な
場合が多く時間も要しますが、会社としての不正に対する厳
格な姿勢を示すことで、不正が起こりにくい企業風土が醸成
されます。なお、本調査では、68％の企業が不正行為を
行った従業員を解雇しており、刑事訴訟や民事訴訟となっ
たケースは、それぞれ46％と42％でした。

3 不正の検出経路と
不正が検出されるための組織づくり

図表2のとおり、本調査の結果最も多かった不正の発見経
路は、「疑わしい取引の報告」の 17％であり、次いで「内部
監査」と「偶然」がそれぞれ 15％で続いています。また、企
業内外からの告発やホットラインによる不正の発見は 13％
となっており、東南アジアの 23％、グローバルの 17％と比
較して下回っています。

グローバルの傾向と比較して、告発や内部通報による不
正の発見が少ない結果となっているのは、タイ人の国民性
に由来するところでもあると考えます。一方で、そのような
環境下であるからこそ、効果的かつ個人の安全も確保され
る内部通報制度の導入・高度化が必要であり、従業員が声
をあげるという企業文化の醸成が求められます。

 強固かつ効果的な内部通報制度は、従業員の疑わしい
行動、非倫理的行動、違法行為などの情報を得る上で非常
に有益です。そのため、内部通報制度を導入している企業
は多く見受けられますが、それが社内に周知徹底されてお
らず、通報ルートや通報時の対応策も十分に整備されてい
ないため、効力を発揮するケースが非常に少ないのが実態
です。企業には、既存の内部通報制度や通報後の対応策が
十分に理に適っており実効性のあるものか、また、その存在
意義、安全性などが従業員と十分に共有できているか、い
ま一度見直していただきたいと思います。例えば、社長から
のメッセージやポスターの掲載、利用者向けの研修の実施
なども促進方法の一つとなります。

4  フォレンジックテクノロジー（一例）

私のタイ駐在時、日系企業の経営者の方から、「確たる証
拠はないものの不正が行われている懸念がある」というご相
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談をしばしばいただきました。ご懸念のレベルに応じてPwC
がご提供する業務内容は異なるのですが、不正の疑念を抱
かせる従業員（グループ）や部門等がある程度特定できる場
合に有効なのが、コンピュータフォレンジックを用いた調査
です。不正においては、共謀、証憑の改ざんや隠蔽、破棄
等がなされることが少なくありません。コンピュータフォレン
ジックの調査では、調査対象者が使用しているPCやメール
サーバー、スマートフォン等のデータを取得し、既に消去済
みのメールやファイル、チャット記録等を復元します。復元
したデータを対象として、特定のキーワードや固有名詞で検
索をかけることにより、不正に関連する情報を効率的に収集
し分析することができます。当該証拠により社内で不正に加
担している従業員等の有無を特定したり、不正の確たる証
拠として解雇や訴訟手続きを有利に進めることが可能となり
ます。

また、ベンダーとの利益相反関係や異常な取引を検出す
るデータ分析も、不正の兆候を発見するための手法として
最近はよく利用され、効果をあげています。

なお、PwCタイにはフォレンジック（不正調査・不正リスク
対策）を専門に担当する日本人が駐在しています。

5
まとめ
～不正に対抗するため、タイ進出企業に 
求められる行動とは～

タイにおける不正事案の件数は年々増加傾向にあり、そ
の原因は企業内部の防止・検出メカニズムの脆弱性にあり
ます。不正の発生は、それを容易に行えてしまう機会（内部

統制の欠如）が存在することが一つの大きな要因であるた
め、不正防止のためには強固な内部統制の構築が何よりも
必要です。上記の考察が内部統制の構築・見直しの際の一
助になれば幸いです。

ただし、どれだけ有効な内部統制を構築したとしても、不
正をゼロにすることはできません。特にタイは、東南アジア
の中でも、従業員が声を上げて会社を改善していくという文
化・環境の醸成という点で大きく遅れをとっています。よっ
て、不正またはその兆候が存在する場合に、それをいかに
早く発見し、その財務的・非財務的被害を最小化するかが
重要になります。そのための手段として非常に有効なのが、
強固かつ効果的な内部通報制度の再構築や、データ分析、
コンピュータ・フォレンジックを用いた不正関連証拠の効率
的な収集、といった対策です。

最後に、自身がタイに駐在して個人的に実感したことであ
り、不正に限った話でもないのですが、やはり重要なのは、
タイ人従業員との日頃のコミュニケーションによる人間関係
の構築だと思います。不正を行うのも不正を防止するのも
人間なのですから。

浅野 光敏 （あさの  みつとし）

PwCあらた有限責任監査法人
名古屋 製造・流通・サービス部 シニアマネージャー
2006年公認会計士登録。グローバルに展開する製造会社の監査・アドバ
イザリー業務を中心に従事した後、2013年7月よりPwCタイ（バンコク）に
駐在。日系企業に対する会計監査、税務・法務、アドバイザリー業務に関
与した。2016年 7月に帰任後は、主として総合商社及び製造会社の監査
業務を担当している。
メールアドレス：mitsutoshi.asano@pwc.com

警察・法執行機関

その他検出方法

偶然

3%

5%

15%

経営者の影響力以外の要素

外部告発

ホットライン

内部告発

2%

5%

6%

企業文化

従業員のローテーション

データ分析

不正リスク管理体制

5%

5%

5%

社内セキュリティー

内部監査

疑わしい取引の報告

6%

15%

17%

内部管理

図表2：経済犯罪の発見経路
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