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近年、日本企業による会計不正や品質偽装、贈収賄やカルテルといった不祥事

が次々と発覚し、世界に衝撃が走っています。各国の規制当局は「安心・安全・高

品質」の代名詞でもあったジャパンブランドの監視を強化し、不適切な行為には多

額の罰金・制裁金を賦課するとともに、当該企業の役員・従業員を刑事訴追する動

きも散見されるようになってきました。

この背景の一つには、海外進出を加速する日本企業のリスクマネジメント不足が

挙げられます。海外進出時には現地の社会・経済環境や商習慣、法規制などを把

握・分析した上で、現地でのオペレーションを構築する必要があります。しかし、日

本企業は欧米企業と比べるとガバナンスおよびコンプライアンス体制が脆弱で、組

織や経営の「現地化」にも失敗しがちです。さらに、新興国では信頼できるビジネス

パートナーの開拓が不可欠ですが、不十分なデューデリジェンスの結果、意図せず

トラブルや違法行為に巻き込まれ、規制当局に摘発されるケースもみられます。

こうした有事発生時の当局対応から原因・実態究明、業務・組織再編、報告といっ

た一連の業務を「フォレンジック（調査）」と呼びます。そして、最近では不祥事の検

知・予防に向けたデータ分析にも、フォレンジックの知見やノウハウが活用され始

めています。

本号は「フォレンジック」を特集テーマに据え、3本の論考をお届けします。まず

「日本企業が直面するリスクと国際動向」ではPwC米国 フォレンジックサービス プリ

ンシパルの Glenn Wareらが、国際的な不正動向や日本企業が陥りやすいリスク、

企業に求められるマネジメント体制について考察します。次に「日本企業を支える

フォレンジック－企業活動における有事対応から事前検知／予防へ」では、フォレ

ンジック調査の留意点やデジタルフォレンジックスの活用、不正を検知・予防する

データ分析ワークフローについて解説します。そして「日本企業をサポートする

GIOC」では、複雑かつ膨大な情報を収集・分析し、企業の意思決定や危機的状況

の打開を支援するPwCの専門組織「グローバル・インテリジェンス・オペレーション

ズ・センター」（以下、「GIOC」。）の概要とサービス提供例、日本企業のGIOC活用案

をご紹介します。

特集

フォレンジック
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はじめに
　昨今、日本企業を取り巻く環境は劇的に変化しています。世
界中がますますグローバル化・ボーダレス化し、新興国が技術
的にも経済的にも発展を遂げるなか、わが国は人口減少と高
齢化社会を迎え、日本市場は縮小傾向に向かっています。今ま
で日本企業を守ってきた護送船団方式は崩壊し、横並び社会
からの脱却を余儀なくされています。こうした外的・内的な環境
変化に伴い、日本企業も海外進出、特に発展途上国への進出
を活発化させています。
　その一方で、最近取り沙汰されているのが日本企業による不
祥事、ホワイトカラー犯罪です。日本を代表する大手企業によ
る会計不正や品質偽装、贈収賄やカルテルなどが次 と々発覚
し、メディアでも盛んに報道されています。その報道は世界中を
駆け巡り、海外規制当局の目に留まり、世界中の規制当局から

日本企業が直面するリスクと国際動向

PwC米国（ワシントンDC） フォレンジックサービス プリンシパル
PwCグローバルインテリジェンス	 リーダー／GIOC設立発起人	

Glenn	Ware

PwCコンサルティング合同会社 フォレンジックサービス ディレクター 松﨑	尚子
PwCアドバイザリー合同会社 フォレンジックサービス シニアマネージャー 平尾	明子
PwCあらた有限責任監査法人 RDA事業開発部 ディレクター 那須	美帆子
PwCアドバイザリー合同会社 フォレンジックサービス パートナー	 大塚	豪

特集：フォレンジック

「日本株式会社」は大丈夫なのかと、厳しい目にさらされている
状況にあります。
　海外の規制当局から実際に摘発を受け、調査の結果、不適
切な行為が行われた事実が認定されれば、多額の罰金・制裁
金が賦課され、企業やブランドのレピュテーションは著しいダ
メージを受けます。昨今では 3桁億円の罰金が当たり前になり
つつあり、4桁億円に及ぶ事例も散見されています。また、抑止
力を高めるため、企業に対する罰金にとどまらず、行為者個人

（役員や従業員）を刑事訴追する動きも強めています。さらには
規制当局同士が連携して調査で得た情報を共有する動きも強
めており、同一事案に対して複数の当局から摘発される例も珍
しくありません。
　こうした国際動向を受けて日本企業は今後どのように対応し
ていけばいいのか、検証します。

昨今の日本企業を取り巻く国際動向と今後の対応策につ
いて、企業不正、特に汚職や贈収賄を専門としてPwC米国
のワシントン DCオフィスに勤務するフォレンジックサービス　
プリンシパルの Glenn Wareとディレクターの松﨑尚子が意
見交換を行いました。

Glenn：ワシントン DCには米国司法省（DOJ）、証券取引委
員会（SEC）、世界銀行などの規制当局の本部やホワイトカ
ラー犯罪を専門とする世界トップクラスの弁護士の多くが集
結していますが、国際会議や学会、セミナー等専門家が集
まる場で、日本企業が話題に上ることが非常に増えたように
感じています。
松﨑：それはなぜだと思いますか。
Glenn：日本企業は信頼が高く真面目で、技術力や品質も
世界一流というイメージが強いなか、次々と不祥事が発覚
している事実に対し、ある種の衝撃が走っているのではな

いかと思います。当然ながら規制当局も見過ごすはずはな
く、日本企業に厳しい監視の目が注がれ始めています。米
国には FCPA（連邦海外腐敗行為防止法）という法律があり
ますが、新興国で贈収賄に手を染めてしまい、FCPA違反で
摘発される日本企業が後を絶ちません。しかも、その手口の
大半は、現地のビジネスパートナーなどサードパーティーを
使ったものです。実際、DOJや SECに摘発された事例のう
ち、95％以上の高い割合でサードパーティーが関与してい
ます。
松﨑：サードパーティーはどのように贈収賄を行うのでしょう
か。
Glenn：よく見かけるケースとしては、例えば新興国で日本
企業が公共工事などの入札案件に参加する際、受注成功の
ためのアドバイスや入札手続サポートのため、現地の「エー
ジェント」や「コンサルタント」を雇い、彼らに「手数料」や「コ
ンサル料」を支払ったところ、実はその一部が賄賂として役

日本企業を取り巻く国際動向と対応策Ⅰ
プリンシパル　Glenn	Ware│ディレクター　松﨑	尚子
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「経済犯罪実態調査2018」から見える昨今のトレンドⅡ
シニアマネージャー　平尾		明子

人の手に渡り、その賄賂によって受注するというものです。
松﨑：確かに贈賄といった場合、現金を包んで役人に手渡
しするなら抵抗を感じるはずですが、現地のエージェントや
コンサルタントに対して「手数料」や「コンサルティング料」を
支払うことに対しては疑問を抱きにくいかもしれません。さ
らに、現地でアドバイザーを雇うことがその国のビジネス慣
習だと説明され、他の海外企業も同様に雇っていたら、みん
なと同じことをやっているだけだから安全だと思ってしまう
面も否めないと思います。
Glenn：他に日本企業が犯してしまう過ちはあるでしょうか。
松﨑：応札時には予算や価格、技術仕様を満たして納期を
厳守することに必死になるあまり、現地アドバイザーの清廉
性について考えようとする視点は落ちてしまう危険性も高い
と思います。また、日本企業は一般的に事業部門や現場の
権限が強く、特に海外案件であれば、本社の法務部門やコ
ンプライアンス部門のチェックが届きにくいというガバナン
スの問題もあるように感じます。
Glenn：欧米企業と比べると、日本企業のガバナンスやコン
プライアンス体制は非常に脆弱であり、まだまだ改善の余地
があると思います。例えば、欧米企業であれば統一的なコン
プライアンス体制が敷かれており、本社のグリップが世界中
の子会社に行き届いています。General Counsel（法務部門
のトップ）は CEOへ直接のレポートラインを持ち、法的疑念
があれば事業部門の判断を覆してビジネスを止める権限も

有しています。
松﨑：贈収賄以外でも、事業部門や現場が強すぎるが故に
品質偽装やカルテルといった不祥事を引き起こしてしまった
事例もありますし、日本企業も世界中で事業展開する以上
は、欧米企業並みのコンプライアンス体制を構築していく必
要がありそうですね。
Glenn：コンプライアンス体制強化の一環として、デューデリ
ジェンス（以下、「DD」。）をきちんと行うことも重要であると考
えます。先ほど申し上げたとおり、多くの贈収賄はサードパー
ティーを介して行われていることから、彼らとビジネスを始め
る前に、本当に付き合って大丈夫な相手なのかについてDD
を行うべきです。それによって潜在的なリスクが検知される
他、万一当局に摘発を受けても、しかるべきDDを行った事
実を立証できれば免責または情状酌量事由になり得ます。欧
米では今や取引開始前にDDを行うことは、企業にとって当
然の義務となっています。
松﨑：せっかく多大なリソースをかけて海外進出し、必死の
思いで受注に成功したのに、DDを行うというわずかな一手
間を省いたが故に 2～3 桁億円の罰金を支払う結末を迎え
てしまっては本末転倒ですし、金銭上、レピュテーション上
のダメージも計りしれません。日本企業が世界から取り残さ
れないためにも、コンプライアンス体制の強化とGIOC（P17 
で後述）などを使った DDの実施を積極的にアドバイスして
いきたいと思います。

PwCでは 2年に1度、過去 2年間における経済犯罪・不正
の実態についてグローバル規模でオンラインによるアンケー
ト調査を行っており、今年で9回目を迎えました。今までの傾
向として、日本では全世界平均と比較して経済犯罪・不正の
被害件数は少ないものの、1件あたりの被害額が大きいとい
う傾向があります。また、諸外国と比べて組織内部の人間に
よる不正が多いということも日本企業の特徴となっています。

しかしながら、今回の調査においては世界平均と比較し
た場合には上記の傾向は引き続き見えつつも、日本の回答
だけを見ると前々回（2014年）から継続して経済犯罪・不正
の被害にあったと回答した企業の割合が増加しています。ま
た、組織外部の人間による不正が増加しているという興味
深い結果となりました（P8 図表 1、図表 2）。これは、昨今報
道などでよく目にする検査工程の省略・検査データの改ざ
ん等による品質不正などの「事業活動に関する不正」が増加
していることや、サイバー犯罪などの組織外部の人間による
不正が増加していることが原因と考えられます。

経済犯罪・不正といっても多種多様ですが、実際にはどの
ような経済犯罪・不正の被害に遭った日本企業が多いかと
いうと、第 1位が資産の横領（38％）、第 2位が検査工程の
省略・検査データの改ざん等による品質不正などの「事業活
動に関する不正」（32％）、第 3 位が財務報告に係る不正

（30％）という結果となっています。資産の横領は、この調査
を始めた当初から日本だけでなく世界的にも常に1位となっ
ており、これは今後も変わらないと考えられます。日本にお
ける特徴は、今回新たに分類として加えられた「事業活動に
関する不正」が第 2位となったことでしょう。グローバルの結
果では、1 位が資産の横領（45％）、2 位がサイバー犯罪

（31％）、3位がクレジットカードの不正利用や顧客の虚偽申
告によるローンの借り入れに代表される「顧客による不正」

（29％）となっており、「事業活動に関する不正」は 28％で第
4位となっています（P9 図表3）。

日本では最近、データの改ざんや検査工程の省略などに
よる品質不正が連日報道されており、そういった報道をされ
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た企業に対しては世間から厳しい目が向けられています。
品質不正にしろ、その他の企業不正・不祥事にしろ、発覚

した後の初動は非常に重要です。その対応を間違えると、
あっという間に炎上し、必要以上に世間から責め立てられる
こととなり、それまでに築き上げた企業イメージが根底から
崩れていくことも少なくありません。多くの日本企業では、こ
れまでそういった想定外のリスクの顕在化に対する方策をき
ちんと立ててきておらず、また、企業のトップも自身の対応
がどのような結果をもたらすのかについての思慮が足りな
かったため、大きなダメージを受けてきました。

今回は別途、「経済犯罪・不正の発生によってどのような
影響を受けたか」という質問をしていますが、ここで前回調
査と大きな違いが出ました。2016年には、ブランドや会社
イメージへの影響は「ない」との回答が約 6 割でしたが、今
回調査では 7割が「ある」と回答し、うち3分の 1は影響度が

高いと回答しています（図表 4）。また、株価への影響を見て
も、前回調査では76％が「ない」と回答していましたが、今回

「ない」と回答したのは42％に減少しています。
 長年築いてきたブランドや企業イメージは、一つの不祥

事によって大きく毀損する可能性があります。そして、それ
を回復するには多大な努力と時間がかかります。組織として
は不正を未然に防ぎ、不正が起きた場合にできる限り早く
検知するシステムを構築するだけでなく、不正を検知した
場合にいち早くその中身を精査し、経営陣に迅速に報告す
ること、そして経営陣はそれを隠蔽したり過小評価せずに、
適切に開示などの対応を行うことが肝要です。それにより、
不正や不祥事が起きたとしても、直接的な被害額以上の損
害を会社に与えることなく、被害を最小限に食い止めること
ができるのではないでしょうか。その点において、経営陣の
役割は非常に大きいといえます。

図表1：過去2年間で経済犯罪・不正の被害にあったと回答した企業

図表2：経済犯罪の主犯格
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図表3：過去2年間で被害に遭った経済犯罪・不正

図表4：経済犯罪の影響
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不正・経済犯罪の発生に伴い、下記の項目にどの程度影響を及ぼしましたか？

不適切な会計処理の傾向と企業に求められる対応Ⅲ
ディレクター　那須	美帆子

昨今、日本を代表するような優良企業による品質偽装・
データ偽装などが立て続けに発覚し大きな社会問題となっ
ていますが、不適切な会計処理による問題も引き続き多く
見られます。PwC’s View創刊号の特集で「不適切な会計処
理への対応」※ 1を取り上げましたが、本稿においてもあらた
めて不適切な会計処理に関する最近の傾向および当局の取
り組みを考察し、企業に求められるプロアクティブな対応策

を検討いたします。

【不適切な会計処理の傾向】

日本公認会計士協会が 2018年6月に公表した「上場会社
等における会計不正の動向」（経営研究調査会研究資料第 5

※1 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/pwcs-view/201602.html
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号）※ 2によると、会計不正を公表した企業数はここ数年 30
社前後で推移しています。発生場所別分類では、海外子会
社において発生したケースが急増し、2018年 3月期には約
半数を占めています（図表5）。

海外子会社における不適切な会計処理は、内部統制や内
部通報など社内の仕組みにより発覚したケースが多く、企業
のコンプライアンス強化の取り組みの成果が出ていると言え
ます。その一方で、海外という物理的な距離や心理的な距
離により親会社からの監視の目が届きにくいことに加え、現
地の経理担当者のローテーションが困難であるなどの事情
から、不正が長きにわたって放置されてしまうケースも多く
見られます。

【証券取引等監視委員会の取り組み】

証券取引等監視委員会の中期目標計画※ 3では「網羅的な
市場監視（広く）」・「機動的な市場監視（早く）」・「深度ある
市場監視（深く）」の 3 点を戦略目標として掲げられており、
従前からの開示検査に追加して以下のような視点での分析
がなされています。

（1）フォワード・ルッキングなマクロ的視点での分析
マクロ経済環境の変化、例えば、海外中国経済や欧州経済

の状況、米国政権の動向による経済への影響等の海外にお
ける不透明な経済環境等の影響の下、海外売上の割合が大
きな上場会社においては、業績悪化や海外進出の際の企業
買収に伴い生じた多額の「のれん」に関する減損の不計上な
ど、不適切な会計処理が生じるリスクが懸念されます。

（2）非財務情報の分析
品質偽装・データ偽装に見られるように、ガバナンスの機

能不全が適切な開示に与える潜在的リスクも懸念されます。
「コーポレート・ガバナンスの状況」「リスク情報」等の非財務

情報については、会計監査人による監査証明の対象とはさ
れていないものの、適切な開示がなされない場合には、投
資家の判断を誤らせるリスクがあります。

【企業に求められる対応】

不適切な会計処理を含む多様な不正リスクに対応するた
めには、全社的リスクマネジメントの一環としてトップから
現場に至るまで、内部統制のディフェンスラインを縦割りと
するのではなく相互に連携することが不可欠です。その上
で、人の目による統制手続を補完する有効な手法として、近
年注目されているのがデータ分析です。米国の PwCによる
調査※ 4でも、コンプライアンスが有効に機能していると回答
した企業の半数以上において、リスクを収集するための手法
としてデータ分析を活用しているという結果が出ています。
また、データ分析にグローバルホットライン等を組み合わせ
ることで、不正の端緒を広範囲に収集し早期対応につなげ
ることも有効です。

企業には、これらコンプライアンス強化のための各種対応
を PDCAサイクルに組み込んでいく不断の努力が求められ
ます。

図表5：会計不正の発生場所の推移（単位：社数）

■自社　■国内子会社　■海外子会社
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出所：日本公認会計士協会 経営研究調査会研究資料 第５号「上場会社等における会計不正の動向」

※2 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20180626xvi.html
※3 https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170120-1.htm
※4 https://www.pwc.com/us/stateofcompliance
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顕在化したリスクへの適切な対応Ⅳ
パートナー　大塚	豪

コンプライアンス体制の強化、攻めのコンプライアンスと
いった言葉をよく耳にするようになり、多くの企業がリスクに
対する感度を高めていることは確かです。しかし、リスクが
顕在化した場合に適切な対応を取ることができるかという
課題に対し、自信を持って「当社は問題ない」と言える企業
は極めて少ないのではないでしょうか。

頭の中や紙の上で整理されたリスクが現実化していく過
程において、その渦中にある当事者は客観的視点を持ちに
くく、冷静な対応を行うことは困難です。リスクが顕在化して
しまった以上、相応のダメージを受けることはやむを得ませ
んが、必要以上のダメージを受けないようにダメージコント
ロールを行うことこそが経営の役割です。しかし、対応の仕
方を誤り、相応以上の不要なダメージを受けてしまう日本企
業が多いように思われます。

【ダメージコントロールの失敗例とその原因】

失敗例
●	対応が遅くて炎上
●	後から関連情報が出てきて炎上
●	隠蔽工作が発覚して炎上
●	トップの対応がいい加減で炎上
●	状況に流されて炎上

失敗の原因
●	不慣れ
●	リソース不足
●	ビジネスジャッジがされていない
●	自社の目線でしか事柄を捉えられていない
●	社内で危機感が共有されていない

ダメージコントロールに失敗するパターンには、①対応が
遅い、②後から関連情報が続々と出てくる、③隠蔽工作が
発覚、④トップの対応がいい加減、⑤状況に流されて問題
が大きくなる、といったものがあります。

これらの原因は、企業が有事対応に不慣れであることが
挙げられます。有事の発生頻度は非常に低く、担当者には
初めての経験であることが多いため、状況を冷静に理解し
て動ける企業は多くありません。また、有事対応には膨大な
事務が発生しますが、通常の企業では対処できるだけのリ
ソースを確保していないため、対応が後手に回ります。加え
て「社内や現場だけで対応したい」「極力小さく処理したい」
という心理が強く働き、自社の目線でしか物事を捉えられて

いません。こうしたことも小出しの報告や事態の過小評価に
つながり、対応を失敗する原因になります。さらに、多くの
問題が単なる法律問題ではなく、事業、財務、法務などの
多角的なビジネスジャッジが必要なのに、声の大きい意見
に引っ張られて偏った視点からの判断が行われ、後で振り
返ると適切な判断ができていなかったという場合も多く見ら
れます。また、事業部制を敷いている会社にありがちな原因
として、会社全体に危機感が共有されず、一貫した対応が
できないということも挙げられます。

【平時の体制整備】

このように失敗の原因を分析してみると、顕在化したリス
クと向き合い、必要以上のダメージを受けないために平時
からどのような準備が必要となるかが見えてきます。

●	 	報告体制の整備、規定化
●		有事対応組織の整備
●		信頼できる社外専門家の確保、ネットワークの構築（刑事
弁護士／会計士／調査会社／PR会社／GRコンサル等）

●		有事対応広報の強化
●		定期的な社内教育、研修の拡充

投資実行や事業を始める場面においては、どのようなリス
クがあるかについて調査することはよく行われていますが、
多くの企業が機能別組織体制を取っているなかでは、調査
検討を行ったメンバーと事業運営するメンバーが別々である
ことが少なくありません。こうした場合、会社としてリスクの
発生場所を予測し、対応方法を事前に検討していたとして
も、そのリスクが顕在化した場合、事業運営側が想定どおり
に動くことができないケースも多いです。これを防ぐため、
平時から事業部門と管理部門が連携し、どのようなリスクを
持つ事業を行っているのかをよく理解・共有し、そのリスク
が顕在化していく想定シナリオや対応方法について、頭の
体操とストレッチを行っておくことが重要です。

多くの企業がリスクに対する感度を高めるなか、リスクの
所在に関する議論からもう一歩踏み込み、顕在化するリスク
と具体的にどう対処していくかという課題について、どこま
で平時から議論を重ねて準備できるかが、いざという時に
適切な経営判断を行えるか否かにつながっていきます。
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日本企業を支えるフォレンジック
－企業活動における
    有事対応から事前検知／予防へ

はじめに
　前稿で日本企業が直面するリスクと国際動向について紹
介しましたが、企業が不祥事・不正事案に直面した際、すな
わち企業活動における有事に直面した場合、どのような対
応が求められるでしょうか。
　直面するリスクの類型や文脈によって具体的に求められ
る対応・手法は異なる一方、事案の原因究明、影響（額）の
算定に向けた徹底した調査と再発防止策の策定・取り組み、
そして各利害関係者との適時適切なコミュニケーションが有
事対応における枠組みの一例といえそうです。
　特に、事案の原因究明や影響（額）の算定に向けた徹底し
た調査では「フォレンジック調査」の活用が多くなってきた印
象を受けます。「フォレンジック」という言葉は辞書的な概念
ですと、科学的手法を用いて犯罪に関係する情報（証拠）を
得ることを意味し、犯罪捜査を含む司法の現場を起源として
います。「鑑 識」と考えればわかりやすいかもしれません。
フォレンジック調査ではパソコンや携帯のメールをはじめと
する電子データの調査、いわゆる「デジタルフォレンジック
ス」という言葉をよく耳にするかもしれませんが、広義では有
事 対 応における初 動 ～ 実 態 調 査 ～ 報 告の一 連の流れが
フォレンジック調査と総称されることも、実務上しばしば見受
けられます。
　有事対応に求められる客観性や緊急性、専門性、企業内
のリソースの観点からも、フォレンジック専門家が事案調査
にかかわることが一般的になってきています。フォレンジック
専門家の役割は、弁護士事務所や当事者である企業と密に
連携して調査手続きを推進することはもちろん、不祥事・不
正事案対応全般のプロジェクトマネジメント、アドバイザー
など多岐にわたります。
　本稿では、主に会計不正を念頭にした不正調査や贈収
賄、カルテルといった規制当局対応におけるフォレンジック
調査の留意点とその活用についてご紹介します。また、不祥
事・不正事案の増加を背景に、多くの企業がどのようにこれ
らを予防・検知するかという平時の取り組みも活発になって
いることから、そのアプローチの一例についても紹介します。

1
企業活動における有事対応での
フォレンジック活用

（1）不正調査におけるフォレンジックの活用

1.不正調査（フォレンジック調査）の留意点と流れ
不正調査においては通常、速やかに事案の原因究明や影

響額の算定をするため、限られた時間で膨大な作業をこな
さなければなりません。従って、終始気の抜けない局面が続
きますが、適切な初動対応が調査の成否を分けるといって
も過言ではありません。図表 1（P14）で、適切な初動対応を
考える上で押さえるべき論点の一例を当社の経験に基づい
て整理しています。ここでは、いわゆる会計不正に係る不正
調査を念頭に置いていますが、それ以外の不祥事・不正事
案においても概念的には共通する項目が大半ではないで
しょうか。

また、図表 2（P14）は不正調査の一般的な流れの一例を
紹介しています。フォレンジック調査における具体的な手法
は不祥事・不正事案によって多様ですが、例えば会計不正
事案の場合は図表 2で紹介のとおり、会計データ分析や証
憑の査閲、関与者へのインタビュー、デジタルフォレンジッ
クスを活用した電子データの査閲といった手法が一般的で
す。また、不正調査は監査法人が実施する法定監査と異な
り、最初からアプローチや具体的な手続きが決まっている
わけではないため、初動の段階で速やかに調査範囲やアプ
ローチ、実施手続きを決定しつつも、実際の調査の状況に
応じて適宜調整するという柔軟性が重要です。また、その過
程における関係者各位との合意の醸成が調査を進める上で
極めて重要になってきます。

次項では、フォレンジック調査で実施される調査手続きの
一つであるデジタルフォレンジックスの活用例について、少
し深堀りしてご紹介します。

2.不正調査におけるデジタルフォレンジックスの活用 
不正会計事件の調査手法は不正の種類や手口、規模など

によって多様ですが、関係者のパソコンや携帯電話、会社

PwCアドバイザリー合同会社
ディレクター／
eディスカバリー・デジタルフォレンジックス　池田	雄一

PwCアドバイザリー合同会社
シニアマネージャー　奈良	隆佑
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内のサーバに残されたデータが調査
を進める上で重要な情報の一つであ
ることは言うまでもありません。

デジタルフォレンジックスが不正調
査で果たす役割は、調査着手時点で
どれくらいの情報が得られているかに
よっても変わってきます。当社の経験
も踏まえ、実際にデジタルフォレン
ジックスが不正調査の中で活用され
たケースを下記 3つの切り口で考えて
みたいと思います。

① 不正事案のスキームの特定／把握
主に、調査着手時に対象者・関与

者をある程度特定できているものの、
不正の手口や詳細なスキームが明ら
かにされていないケースです。

弁護士や会計士、フォレンジック専
門家による関係者へのヒアリングで、
関係者が情報提供に積極的でない場
合、事案のスキームの全体像がなか
なか見えないことがあります。その場
合、先に関係者のメールから重要な
情報を入手し、それを効果的に使っ
て情報提供を促すといったことも期待
できます。発見されたメールを有効活
用するには、どのタイミングでヒアリ
ング対象者にそれを提示するかも重
要です。

② インタビュー内容の裏付け
不正調査は調査に着手した段階で、ある程度不正事案の

スキームが見えているケースも少なくありません。また、関
係者への最初のインタビューやヒアリングで一定の情報を
得られる場合もあります。      

こういったケースでは、デジタルフォレンジックスによる
メールやデータのレビューを活用し、ヒアリング内容の裏付
けを進めることが可能です。この場合、事案の発生日などが
わかっていれば、特定の範囲のメールやデータを集中的に
レビューすることも可能であり、調査を効率的に進めること
ができます。

また、過去にはインタビューを行った関係者それぞれの
発言が矛盾しているケースもありましたが、その際は該当
箇所のメールレビューを重点的に進め、事実確認を行いま
した。

③ 関与者の範囲の特定
不正調査でデジタルフォレンジックスの活用が決まると、

データの保全・収集対象となる従業員や役員などの調査範
囲を決定することになります。また、社内の共有サーバデー
タが保全・収集対象となることも一般的です。

なお、既知の関与者から潜在的な関与者まで優先順位を
付け、ある対象者まではデータの保全・収集の上、速やかに
レビューを進める一方で、残りの対象者にはひとまずデータ
保全・収集のみを実施するケースも実務的には多く見られ
ます。

インタビューやメールレビュー過程で新たな関与者が発覚
した場合は、その人物も対象者に加えるなど、限られた時間
の中で柔軟な対応が要求されます。また、優先順位の高い
関与者で得られた重要キーワード群を、優先順位の低い対
象者のデータで検索し、関与度をチェックすることもしばし
ば行われています。

図表1：初動対応の論点

効果的、効率的な不正調査を実施するためには、適切な初動対応が不可欠

● 調査の目的の確認
● 調査対象期間
● 調査対象者
● 調査対象のデータ
● 調査結果のアウトプット
 など

● 社内関係部署との連携
● 外部専門家との連携
● 監査法人とのコミュニケーション
● その他利害関係者との調整
● マスコミ対応

● 外部調査委員会
● 内部調査委員会
● 外部弁護士
● フォレンジック専門家
 （会計、法務、テクノロジー他)

● インタビュー
● 会計データの分析
● 対象者のPCなどのデータ分析
● 証憑の査閲

適
切
な
調
査

範囲
の設
定

案
件
に
応
じ

た
適切な体制 適切な

調査

手
法
の
採
用

円滑なコミュニケ
ー
シ
ョ
ン適切な初動対応による

効果的・効率的な
不正調査の実施

図表2：不正調査の流れの一例

● 調査チーム編成
● 証拠収集および
 保全作業
● 調査計画策定
● 利害関係者への
 初期対応
 ✓ 東証／証券取引
  委員会などへの
  開示案検討

● 証拠収集、取り纏め
● 財務上の影響額算定
● 原因分析／
 責任所在明確化
● 再発防止策の検討

● 調査結果公表
● 規制当局／捜査機関
 への対応
 （過年度開示資料の
 修正など）
● 株主／取引先／
 金融機関対応
● 不正リスク検出
 および定期的な
 リスク 評価の実施
● 再発防止策の運用、
 運用状況の
 モニタリング

● 会計データ分析／
 書類査閲
● 関与者インタビュー
 の実施
● 電子データの
 解析／レビュー
 （デジタルフォレンジックス）

初動対応 フォレンジック
調査実施

報告書作成 利害関係者対応／
是正措置

出所：PwC

出所：PwC
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また、当初発覚した不正スキーム・事案の詳細な調査を
進める中で、さらに根深い問題に直面したり、想定以上に関
与者が多かったという結末を迎えることもあります。不正事
案で「どの範囲まで関与が疑われるか」「組織ぐるみか否か」
は、調査報告書を作成する上で重要論点の一つです。調査
を通じ、事実関係をできる限り明らかにすることで、当該事
案の「原因」を特定することに寄与し、適切な再発防止策を
打ち出すことが可能になります。 

（2）規制当局調査におけるフォレンジックの活用（電子情
報開示）

米司法省や欧州委員会など世界各国の規制当局による域
外適用の調査対象になった際も、不正調査と同様に多くの
ケースでフォレンジック調査が活用されます。域外適用の調
査といっても、海外規制当局の管轄権が日本に及ぶことは
ないため、日本本社に立ち入り調査が行われるわけではあ
りません。従って、調査対象となった日本企業は「調査協力」
として当局対応の専門弁護士を抱える弁護士事務所やフォ
レンジック専門家を採用し、自主的な調査を実施することに
なります。その調査結果を採用した弁護士事務所が、証拠
開示手続き（eディスカバリー）を通じて規制当局に報告し、
量刑の交渉を実施します。ここで実施されるフォレンジック
調査は規制当局調査対応という目的で使用されますが、調
査自体が事実解明調査であることについては不正調査で行
われるフォレンジック調査と違いはありません。

本項では、規制当局調査で実施されるフォレンジック調査
の手法ではなく、海外規制当局調査における「証拠隠滅行
為」で、多くの日本企業が陥った危機的な状況で使用される
デジタルフォレンジックスの調査に着目します。

司法当局が扱う刑事事件における「証拠の隠滅行為」は
「司法妨害罪」と呼ばれる重罪として取り扱われます。米国

の管轄権の及ばない日本国内で「証拠の隠滅行為」が行わ
れた場合、連邦捜査局（FBI）による立ち入り捜査を受けるこ
とは前述のとおりですが、証拠の隠滅を行ったのが日本人
でも米国の「司法妨害罪」に問われるリスクは高いのが現状
です。米国の管轄権の及ばない日本国内で行われた「証拠
の隠滅行為」に対する調査は司法当局ではなく、通常は民
間のデジタルフォレンジックスの専門家が行います。調査で
は、どのようなデータが、いつ、どのように消去されたのか
を解明して報告書にまとめ、弁護士事務所を通じて当局に
報告する流れとなります。

例えば、米司法省による価格カルテル事件の調査で「都合
の悪い情報の破棄（読後破棄）」の指示を含む電子メールが
発見された場合、それが「証拠の隠滅行為」調査の引き金と
なります。調査対象は情報の破棄を指示する電子メールを
出した本人から、その受信者までを含む大規模なものにな

ることがあります。情報の破棄を指示する電子メールの発信
者は高い肩書を持つ監督者であることが多く、海外当局の
捜査時の適切な対応を知りません。従って「証拠がなければ
罪に問われない」という日本的な考えから、そのような行為
に及ぶと考えられます。

【実際の調査】

「証拠の隠滅行為」の調査で特に重要なのが、①消去の有
無、②消去のタイミングの 2 点です。調査ではまず、専用
ツールで消去ファイルの有無を確認します。PC上で消去さ
れたファイルには、必ずしもユーザーが意図して消去してい
ないものも含まれているため、保存場所やタイムスタンプな
どを分析してユーザーが意図的に削除した可能性の高い
ファイルを特定します。次に、それらファイルが消去された
タイミングをタイムスタンプの分析によって特定します。

規制当局の調査対象になると、法務部門は弁護士事務所
の指示に従い、対象の従業員にデータ消去を止める指示の

「訴訟ホールド」を出します。調査では、この「訴訟ホールド」
後にファイルが消去されたか否かの判断が最も重要なポイ
ントとなります。「訴訟ホールド」後に案件に関係するファイ
ルが消去されていた場合、高い確率で「証拠隠滅行為」とし
て認識されます。また、デジタルフォレンジックスの専門家
が対象となった従業員の PCを収集する直前、弁護士による
インタビューが行われる前後なども「証拠の隠滅行為」に該
当し得るタイミングとして分析を行う必要があります。

次に、抹消ソフトウェアの存在の有無と使用履歴を調査し
ます。PC上のドキュメントファイルは「ゴミ箱」に入れ、それ
を空にすれば消去されます。ただし、消去といってもデータ
が上書きされるまで残っており、専用ソフトウェアを使えば
復元可能です。一方で「抹消」はデータ抹消の専用ソフトウェ
アを使い、乱数などでデータを上書きする（場合によっては
数回上書きが実施される）ため、「抹消」されたファイルは専
用ソフトウェアを使ってもデータ復元は不可能になります。

抹消ソフトウェアといっても、ソフトウェア自身が存在した
形跡を抹消することはできないため、調査前にアンインス
トールされていたとしても、その存在はデジタルフォレン
ジック調査で容易に把握できます。そして、抹消ソフトウェ
アの起動履歴などを調べて「訴訟ホールド」後の動きを確認
します。この場合、たとえデジタルフォレンジック調査で抹消
されたファイルまでは特定できなかったとしても、抹消ソフ
トウェアの存在と起動のタイミングという2つの条件が重
なったとき、規制当局は「証拠の隠滅行為」があったものと
解釈します。

このように、デジタルフォレンジックスは不正調査だけで
なく、ファイル消去といった特定の分野にも使用されます。
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2
事前検知／予防におけるフォレンジックの
活用 （データ分析を活用した不正検知）  

ここまで企業が不祥事・不正事案に直面した際、すなわち
企業活動における有事に直面した際のフォレンジックの活
用例についてご紹介してきましたが、フォレンジックの知見
や技術を予防の文脈で活用する場面も増えてきました。具
体的には、社内の会計データや経費データ、従業員マス
ター、業者マスターなどを効果的に収集し、データ分析に
よって不祥事・不正の兆候を早期に検知・特定しようとする
取り組みがあります。図表 3は、不正検知の文脈における
データ分析ワークフローの一例です。

 この背景には、近年あらゆる事業活動に電子データが介

在するようになり、企業が扱うデータ量も増加の一途をた
どっていることがあります。その結果、不正の事実や兆候が
企業の保有データの深層に潜んでいる可能性が高くなって
きているといえます。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、不正の事実や兆候を初期
段階で検出できれば、不正の防止のみならず、不正発生時
の損失を最小限に抑えることも可能となります。

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で、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
を特定できます。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、不祥事・不正を早期検知できるといえ
ます。

池田	雄一	（いけだ	ゆういち）
PwCアドバイザリー合同会社 ディレクター
eディスカバリー・デジタルフォレンジックス
海外訴訟および海外規制当局の調査において生じるeディスカバリー、およ
び不正調査などにもしばしば用いられるデジタルフォレンジックスを専門と
している。製造業、金融機関、医療機器・製薬、商社などさまざまな業界に
おいて日本企業が直面する内部不正の調査対応から、海外訴訟、海外規制
当局によるカルテルや海外腐敗行為の調査など世界各国との連携が必要と
なる複雑なクロスボーダー案件まで、幅広い分野における経験を有する。
メールアドレス：yuichi.y.ikeda@pwc.com

奈良	隆佑	（なら	りゅうすけ）
PwCアドバイザリー合同会社 シニアマネージャー　
FCPA対応支援、ロイヤリティ監査を含む契約書に係るコンプライアンスの
調査、不正調査支援他、内部統制態勢構築支援、コンプライアンス態勢構
築支援などの領域で9年以上の幅広い経験を有する。また、欧米・アジア
を中心としたPwC海外オフィスとの協働プロジェクトの経験も多数有し、専
門性を生かしつつビジネス文化の違いも踏まえたコミュニケーションを担う
ことでプロジェクトをリード。PwC Japanグループ入社前は、日系上場会社
にて自社の教育サービス業をはじめ子会社の出版印刷業や飲食店などに
連結決算業務や予算策定／実績管理／分析、経理業務効率化などの経理
業務全般を支援し、日本企業の実務にも精通している。
メールアドレス：ryusuke.nara@pwc.com

図表3：データ分析ワークフロー（例）
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データ分析
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● IT環境の理解
● 重要なデータソースの特定
● 関連する財務データの入手
● その他の情報ソースからの関連データ収集
 （ソーシャルメディアおよびデータベースなど）

● 業務手続およびワークフローの理解
● 部門間、システム間および企業間の
 データフローの特定
● 不正リスクの高いエリアの特定

● 分析結果の報告および可視化
● ダッシュボードおよび分析 モジュールの
 継続的な活用
● 分析モジュールおよびモニタリングシステムの
 継続的な改善・最適化

● リスク指標を特定し、ニーズに
 応じて条件を設定
● データレベルでの、リスク指標の設計
 および定量化

出所：PwC
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はじめに
　現在の企業経営を取り巻く環境は、新興国市場の急速な
台頭やグローバル化の進展、地政学リスクの高まりなどで不
確実性が増大し、企業は熾烈な生存競争に晒されていま
す。それに伴い、経営課題も複雑化の様相を呈しており、新
規市場への進出や他社の買収、新たな事業への参入、レ
ピュテーションマネジメント、危機的状況への対処など幅広
い分野で高度な意思決定が求められています。その意思決
定の際の重要なインプットとして、精錬された情報、つまり
インテリジェンスの重要性がますます高まっています。
　私たち PwCはこの時代の要請に応える形で、2016年 10
月、米国ワシントン DCでグローバル・インテリジェンス・オペ
レーションズ・センター（GIOC）を設立しました。さらに、グ
ローバルで 7番目の拠点として、2018年 4月に東京に GIOC
を開設。PwCのグローバルネットワークが開発した独自のテ
クノロジーを駆使し、膨大で複雑な情報の収集・分析・評価
を行う専門組織としてサービスを提供しております。
　本稿では GIOCのサービス内容と今までのサービス提供
事例をご紹介した上で、今後推奨される GIOCの活用方法
について検討いたします。

1
インテリジェンスの必要性と
GIOCの提供サービス

まず、インテリジェンスとは何か？ なぜ経営に必要なの
か？ という問題について考えてみたいと思います。

近年、やっと日本でもインテリジェンスという言葉を聞く機
会が増えてきました。多くは “諜報 ”と訳され、スパイや敵地
潜入活動のようなものを連想される方も多いかと思います。
確かにそのような要素もありますが、それはごく一部にすぎ
ません。本来インテリジェンスとは、情報（インフォメーショ
ン）の一部を成すもう少し幅広い概念であり、情報の収集・
分析・評価という一連のインテリジェンスサイクルと呼ばれ
るプロセスを経て生み出されるものです。つまり、国家や企
業などの戦略目標に沿って収集された膨大な情報の中から
真贋を見抜き、価値あるものだけを峻別し、それぞれの相
互依存や背後関係を読み解きながら得られる示唆を加え、
判断に資する形にまとめ上げたものです。

企業においても、インテリジェンスは “ビジネスインテリ
ジェンス（BI）”という形で以前から使用されてきた経緯があり
ます。ただし、このBIは企業の基幹システムや営業管理ツー
ルなど、情報システムから吸い上げた企業の内部情報を主
要な情報源としていました。　

しかし、現在は企業を取り巻く外部環境が劇的な変化を
見せており、外部の情報を積極的に活用しなければ生き残
れない時代に突入しています。日本の経済にも大きな影響
を及ぼす米国政治を例に、考えてみましょう。現在のトラン
プ政権はイランとの核合意からの離脱を表明し、日本企業に
とっては開かれようとしていた市場が再び閉じられる可能性
が出てきました。また、経済面では米国が TPP交渉から離脱
し、鉄鋼・アルミの追加関税も日本を国別適用除外に指定し
なかったことで、日米間に若干の隙間風が吹いています。さ
らに、対中国では米国が追加関税を発動し、経済面での両
国関係が悪化。これらの影響もあり、日中関係には徐々にで
すが改善の兆しが見え始め、日本企業は中国の一帯一路戦
略をビジネスチャンスとして活用できる可能性を検討すべき

PwCコンサルティング合同会社
リスクコンサルティング事業部
パートナー　齋藤	篤史

PwCコンサルティング合同会社
フォレンジックサービス
ディレクター　松﨑	尚子

PwCコンサルティング合同会社
リスクコンサルティング事業部
ディレクター　𠮷川 正章

日本企業をサポートするGIOC
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状況にあります。加えて、南北和解の機運が高まりつつある
朝鮮半島情勢においても、米国と北朝鮮間の交渉の影響や
今後の推移から目が離せません。

このような激動の時代にこそ、企業の外部データを経営に
積極的に活用し、熾烈な生存競争での生き残りを図るべき
です。

私たちGIOCではビジネスに加え、行政、軍事、NGOなど
多種多様なバックグラウンドを持つ 500 人近い専門家が、
何百万とある公開情報のソースからデータの収集および徹
底的な分析を行い、日々企業の意思決定や危機的状況の打
開に向けたサービスを提供しています（図表 1）。次章では、
私たちGIOCが今まで企業のどのような局面において、どの
ようにインテリジェンスを活用したサービスを提供してきた
のか、ご紹介したいと思います。

2 USでの先進的な活用事例

USではGIOCの情報収集力や分析力、グローバルカバレッ
ジそして多言語対応力を生かし、多種多様で先進的な活用
事例が生まれています。その一部を以下でご紹介したいと
思います。

①電子機器メーカーのブランド回復支援事例

ある電子機器メーカーは安全にかかわる重大なリコール
製品を出し、企業のブランド力や評判は一時的に大きく低下
しました。支援要請を受けたPwCは危機管理、戦略立案、イ
ンテリジェンスの専門家から成るプロジェクトチームを発足
させ、メディア、規制当局、NGOなど影響力を持つ公共／民

間のキーパーソンを特定しました。同時に、製品、ブランド、
メッセージングに対する世間の声を把握するため、マスメ
ディア／ソーシャルメディアを収集・分析し、本社および現
地法人のコミュニケーション戦略や短期・長期目標を構築し
ました。こうした情報を基に適切な対応を重ねた結果、エス
カレートしたバッシングは徐々に沈静化し、正常に事業活動
を再開できるようになりました。

②テクノロジー企業の集団詐欺解明支援事例

あるテクノロジー企業は、大量の「不良品」が連日返却さ
れてくるという不可解な事象に悩まされていました。相談を
受けた PwCはスキーム、規模、関与する人物などの全体像
を把握するため、独自の調査プラットフォームで大量のデー
タを迅速に解析し、事象の規模を定量化しました、また、さ
まざまなデータベースと照合し、一見無関係と思われた情報
をつなぎ合わせてスキームの中心人物を特定し、関与者の
ネットワークおよび相互関係を把握しました。調査の結果、
この事象は偽物の「不良品」を返却して本物の製品を受け
取って換金するという、大規模な集団詐欺事件と判明したの
です。PwCは法執行機関と連携して関係人物を法的に裁く
支援を行うと同時に、会社が対応に割いていた多大なリソー
スおよび損失を食い止めることができました。

③エンターテインメント企業のサイバー危機支援事例

あるエンターテインメント企業はハッキングを受け、営業
秘密や知的財産、従業員の個人情報に加え、映像作品まで
社外に持ち出されました。これらはインターネット上で公開
され、企業関係者はさまざまな脅威を受けるようになりまし
た。かつ、企業は当局の調査、従業員による提訴、消費者か

図表1：GIOCの主なサービスメニュー

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すると同時に、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（法人および個人）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。

ニーズに応じた特定のインテリジェンス 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てカスタマイズされたサー
ビスを提供します。

特集：フォレンジック
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らのクレーム、そして財務上・業務上の困難に直面しました。
支援要請を受けたPwCはフォレンジック、危機管理、コミュ
ニケーションそれぞれの専門家によるプロジェクトチームを
立ち上げ、被害規模やリスクを特定して財務上・規制上の影
響を分析するとともに、リアルタイムでソーシャルメディアモ
ニタリングを行い、世間の声を分析し続けました。調査を基
に、適切な対応を真摯に継続した会社は危機を乗り越えるこ
とができました。

④航空・防衛企業の新規市場参入支援事例

ある航空・防衛企業は、自社製品を複数国に売り込むた
めの市場戦略を必要としていました。支援要請を受けた
PwCは業界関係者や専門技術者、シンクタンク、政府関係
者や防衛産業に詳しい専門家のネットワークを駆使し、さま
ざまな情報源から情報収集を行い、実用的な市場参入方
策、予算見通し、政府の防衛物資調達の判断に最もインパク
トを与え得る方針や手続きについて評価を行いました。ま
た、案件の営業から受注獲得までの支援を行い、契約を締
結するまでの戦略についてガイドラインを作成しました。そ
れらの支援を基に、会社は市場への参入時期や効果的な売
り込み手法など、有用な情報に基づき適正な判断を行い、
受注を勝ち取ることができました。

⑤著名アーティストの安全担保支援事例

ある著名アーティストは複数国でコンサートツアーを計画
していましたが、テロや暴動が頻発する中、本人や家族、ス
タッフ、ファンの安全を守ることが課題でした。支援要請を
受けた PwCは現地メディアや政府関係者、独自に特定した
危険情報を基に警護ガイダンスを作成しました。また、コン
サート中には身体的危険の予兆を特定するため、多言語で
のソーシャルメディアモニタリングを行い、リアルタイムで分
析しました。これらの情報支援を基にコンサート実施企業と
密接に連携した結果、コンサート開催地周辺のリスクをタイ
ムリーに把握し、コンサートツアーを無事に終えることがで
きました。

3 日本企業によるGIOC活用案

USでの GIOCの先進的な活用事例を前章で紹介しました
が、インテリジェンス関連サービスが十分に根付いていない
と思われる日本においては、まず M&Aの被買収先やサプラ
イヤーを含むサードパーティーに関するインテリジェンスか
らGIOCが活用されています。

日本企業が既存のコアビジネスを守りつつも、今後さらに
事業の多様化・グローバル化を進める上で、海外での M&A

は増加傾向にあると考えられます。M&A時の財務・税務
デューデリジェンス（DD）やビジネスDDに加え、被買収企業
およびその経営陣、その関係者に関するインテリジェンスの
収集を、GIOCを活用してレピュテーショナル DDとして実施
するケースがすでに十数件見られます。レピュテーショナル
DDは、本来付き合ってはいけない相手がいるかどうかと
いったレピュテーション関連の情報をインテリジェンスとし
て意志決定に生かそうとするものです。

また、海外で日本企業が贈賄で処罰を受ける場合でも日
本企業が直接賄賂を支払ったケースは少なく、大半はその
代理店、販売店、ジョイントベンチャーの提携先やコンサル
タントなどのいわゆる現地のサードパーティーです。現在、
日本企業に関する贈収賄リスクが高まりつつある近年にお
いて、サードパーティーの採用時に、反社会勢力とのつなが
り、贈収賄等の不正リスクといったコンプライアンス面の情
報を十分に調査することの潜在的なニーズは高まっていま
す。万が一、当局に摘発されると、制裁金は数十億円から数
百億円に上ることもあります。サードパーティーのリスクが高
いと想定される場合には、GIOCを活用して関係者に関する
情報を収集して意思決定に生かすというように、日々の調達
プロセスにGIOCを組み込むことを推奨しています。

これまで紹介した日本企業におけるGIOCの活用例はコン
プライアンスの色合いが強いですが、一方で全社的なリスク
マネジメント（ERM）への GIOC活用も日本企業のニーズとし
てあります。2017年9月、米国COSOからERMフレームワー
クの改訂版が公表されました。改訂されたフレームワークで
は、リスクを管理する上で戦略策定とパフォーマンスを統合
して活用すること、戦略やビジネス目標の達成を目的として
行うことなどが重要であるとされています。また、近年の日
本企業の動向として、トップマネジメントが管理するべきリ
スクを自社のトップリスクとして識別する事例も見られます。
こういった日本企業の ERMを取り巻く動向に鑑みると、中・
長期経営計画の前提としている事項の定期的な動向モニタ
リングやトップリスクの予兆管理としての定期的なモニタリ
ング（例えば、各国の規制動向、競合他社の動向など）にお
けるGIOCの活用余地も大きいと考えています。日本企業を
取り巻く経営環境がますます速いスピードで大きく変わり得
る今、期初に策定した事業戦略を期中においても経営環境
の変化に合わせて適時適切に見直す意思決定がより重要と
なってきます。

最後に、PwCが実施した「第 21回世界 CEO意識調査」に
おいて、世界の CEOが懸念する自社の成長に対する脅威と
して、テロの脅威とサイバー脅威が前回の調査結果から大
幅にランクを上げました。日本ではラグビーワールドカップ
2019、2020年東京オリンピック・パラリンピックといった大
規模スポーツイベントの開催が予定されています。日本企
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業に対するサイバー攻撃や大規模スポーツイベントにおい
ては、サイバーにとどまらずテロなどの物理的なセキュリ
ティ維持のために、ソーシャルメディアやダーク・ウェブ上の
動きや会話を 24時間モニタリングする脅威モニタリングの
実施でもGIOC活用のニーズが今後高まるものと予想してい
ます。
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PwCコンサルティング合同会社
フォレンジックサービス ディレクター
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の法務部門を経て現職。現在は海外当局（米国司
法省・証券取引委員会、世界銀行をはじめとする
国際開発金融機関など）による不正調査、国際訴
訟、コンプライアンス体制構築のサポートおよび GIOCを使ったインテリ
ジェンス（M&AやJV設立の際のデューデリジェンスなど）を担当。また、米
国法曹協会主催の国際会議にてパネリストを務めるなど、対外活動も積極
的に行っている。
メールアドレス：naoko.matsuzaki@pwc.com
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PwCコンサルティング合同会社
リスクコンサルティング事業部 ディレクター
マネジメントコンサルティング業界で 16 年以上
の業務経験を保有。外資系大手コンサルティング
ファームでの勤務を経た後、2018年、PwCコンサ
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ク産業のクライアントに対して、経営管理の高度化、ERP導入による全社業
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IFRS ICによる却下通知（リジェクションノーティス）
～IFRS解釈指針委員会での議題から却下された論点～
IAS第26号「退職給付制度の会計及び報告」

はじめに
　「IFRS IC リジェクション」とは、一般に、IFRS解釈指針委
員会（以下、「IFRS IC」。）が基準設定アジェンダに取り上げな
いと判断した論点をいいます。IFRS ICは、関係者から寄せ
られたさまざまな論点を検討します。論点を基準設定アジェ
ンダに追加することが決定されると、解釈指針の開発や狭
い範囲の基準の修正（「年次改善」としての修正を含む）の検
討が開始されます。一方で、多くの論点は、基準設定アジェ
ンダとして取り上げることが却下（リジェクション）されていま
す。IFRS ICは、却下した論点について、論点の概要と、基
準設定アジェンダに追加しないと判断した理由を簡潔にまと
め、ウェブサイトなどで公表しています。「却下通知（リジェク
ションノーティス）」と呼ばれるこの情報は、基準承認の権限
を有する国際会計基準審議会（以下、「IASB」。）の審議を経
ずに公 表されるものですので 基 準 書で はありませんが 、
IFRS ICの見解を示しており、基準の適用において有用な情
報といえます。
　これまでどのような論点が IFRS IC に提出され、どのよう
な却下通知が公表されたのか、今回は IAS第 26号「退職給
付制度の会計及び報告」を扱います。
　IAS第 26号「退職給付制度の会計及び報告」は、退職給
付制度自体の財務諸表における会計処理を取り扱っていま
す。IFRS ICは、過去 10年の間に、IAS第 26号に関する 2つ
の論点を却下しています。

IAS第26号の範囲と定義の不一致
（2004年3月）

IFRS ICは、IAS第26 号の適用範囲の明確化を求める要
望を受けました。IAS 第 26 号では基準の範囲について、

「退職給付制度の中には、事業主以外の拠出者を有するも
のもある。本基準は、このような退職給付制度にも適用さ
れる」と記載しています（IAS第 26 号 9 項）。一方、当基準
の退職給付制度の定義は、「退職時又はその後に、事業
主が、その従業員に対して（for its employees）給付を行
う取決めをいう」（同8 項）としていました。

要望提出者は、IFRS ICに対して、IAS第 26 号が事業主
によって拠出される給付制度のみに適用されるのか、それ
ともより広い範囲に適用されるのかを明確にするよう求め
ました。IFRS ICは、IAS第 26 号の文言に改善の余地があ
ることに合意しましたが、基準の意図は明確であり、事業
主以外の拠出者を有する退職給付制度にも適用されると
述べました。その後、IASBは前述の下線部の記載を、従
業員に対して（for employees）に変更しました。

制度資産の評価
（2010年5月）

IFRS ICは、IAS第 26 号とIAS第 39 号「金融商品：認識
及び測定」の関係の明確化を求める要望を受けました。
IFRS ICは、制度資産について IAS第 26 号に従い公正価
値で測定しなければならないこと、また、制度資産の公正
価値の変動を「給付のために利用可能な純資産の変動計
算書」に表示および開示することが求められることに着目
しました。IFRS ICは、IFRS上での取扱いは明確であると
して、実務で解釈のばらつきが生じることは見込まれない
と結論付け、この論点を却下しました。

会計／監査
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はじめに
　2049年、市民は国家によって常時監視されており、生ま
れや血筋、職業、家族構成、趣味・嗜好、DNA、犯罪履歴、
行動履歴など、あらゆる個人の情報が管理されている。国
家だけでなく、国家のバックアップを受けた民間会社も市民
の情報を収集・分析し、より高度な製品開発を進めている。
とても窮屈なように思えるが、一方で市民はその恩恵も受け
ている。家では自分のことを知り尽くしたアンドロイドが家族
のように生活を温かくサポートし、感情や悩みを理解し、時
には問題の解決に向けて適切な助言を行う…。
　これは、2017年公開の映画『ブレードランナー2049』で描
かれている近未 来の話です。一昔前であれば、面白い発
想・試みであると見られていたかもしれませんが、インター
ネット分野における巨大新興企業が出てきたここ10年ほど
の間に、この映画と現実のギャップがかなり縮まってきたと
気付かされました。
　個人情報の管理と活用方法という観点で、このような世
界に通じる取り組みはすでに始まっているのです。例えば、
中国では、大手決済事業者が個人の信用情報を数値化し、
さまざまな機関に提供しています。数億人の利用者に紐付
けられた同サービスは国にも活用されており、交通違反や
犯罪歴なども信用スコアに加味されます。スコアが高ければ
ビザの発給が容易になる、図書館やその他のサービスで預
かり金が不要になるなど、消費者にもメリットがあります。日
本では個人の信用情報は特定の機関によって厳格に管理さ
れ、本人であっても知ることはできませんが、中国ではお見
合いで信用スコアの公開を求められるほど、個人の生活の
あらゆる場面で共有が広がっています。
　一方で、世界的には個人の情報拡散を制限する動きが出
てきていることも事実です。インターネット企業による個人
情報の流出などが近年相次いだことから、巨大企業グルー
プによる情報集積に危機感を持つ国・政府が大規模な規制
を設ける方向にあります。欧州では 2018年 5月よりGDPR

（EU一般データ保護規則）が施行され、従業員を含む欧州
の個人情報を保有する全ての企業に個人データ保護を義

迫りくるオープンバンキングの時代
～プラットフォーム化する銀行のビジネスモデル

経営

務付け、違反企業には多大な制裁を科すことを定めていま
す。当然、このような情報統制は企業に個人情報の適切な
管理を迫ることになります。しかしながら、今後も当該情報
がさまざまな機関に共有されていく、という大きな流れは変
わらないでしょう。総務省による調査では、「自身が企業へ
パーソナルデータを提供していることの認識」および「企業
がパーソナルデータを利活用していることへの認識」は米・
英・独で半数以上の消費者が有しており、日本ではいずれも
4割以上が認識しています。従って、欧米では多くの消費者
が個人情報が共有され、それが活用されているという認識
を有しているといえます（図表1）。

図表 1 : 企業へパーソナルデータを提供していることや企業が利活用しているこ
との認識
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自身が企業へパーソナルデータを提供していることの認識

パーソナルデータの例（設問で提示）
● アカウント情報（氏名、住所、メールアドレスなど）
● 利用者が発信した情報（メールやコメント、写真など）
● サービス購入などに登録する口座情報
● 位置情報（端末から利用者の位置情報を取得）
● サービスの利用履歴
● Webサイトや他サービスのアクセス履歴情報
● IPアドレスなどのネットワーク上の機器を識別する情報
● 家族構成や友人関係などの交友関係情報

出所 ： 総務省「安心・安全なデータ流通・利活用に関する調査研究」（平成29年）

PwCコンサルティング合同会社 パートナー	 山根	祥
PwCコンサルティング合同会社 パートナー	 山本	浩史
PwCコンサルティング合同会社 パートナー	 伊藤	智康
PwCコンサルティング合同会社 パートナー	 岡本	美保
PwCコンサルティング合同会社 パートナー	 矢吹	大介
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経営

1 銀行ビジネスのプラットフォーム化
「オープンバンキング」の潮流

このような情報共有の流れは、特定のデータは全ての人
が利用・再掲載可能な形で入手できるべきである、という

「オープンデータ」の思想につながってきています。オープン
データとは誰もがアクセス・利用・共有でき、多くの業界・
政府・その他の社会目的で共有されるもので、その保有形
式には制約がないことが前提です。また、オープンデータは
決済や銀行、保険、流通など特定の業界を横断して活用さ
れ、消費者の購買活動全体を支えるデータやデータプラット
フォームはオープンコマースという言葉で定義されます。銀
行業界で言えば、近年進みつつあるFintechなどの外部事
業者との連携は、いわば顧客の金融取引全体を支えるデー
タやデータプラットフォームであり、その特性から「オープン
バンキング」という言葉で定義されるのです。

このような流れが進むなかで、とりわけ以下のトレンドが
オープンバンキングの促進を後押ししています。

● 変わりゆく「消費者」の期待
  ─ わかりやすい、便利、安い、に対する消費者の期待向上
  ─ 第三者の提供するアプリが、さまざまなデータへのアク

セスを容易化
  ─ スマートスピーカーやIoT家電など、デバイスの連携促進
● 異業種も含めた「競争環境」の変化
  ─ Fintechなどの便利なサービスを、より安価に提供でき

るプレーヤーの登場
  ─ アプリ作成者が銀行とAPI連携できる開発環境を銀行

自身が提供
● 銀行のオープン化を促進する「規制」
  ─ オープン化の流れを促進する規制緩和（図表2）
  ─ 消費者団体や ITベンダーによる銀行の保有データ共有

の要請
● 技術革新
　─ 新たなチャネルやデータ保有形式の登場
　─ アジャイル型開発やリアルタイム 24時間決済インフラ

などにより、商品やサービスの創出が加速
　─ クラウド型インフラが異業種・ベンチャーなどによる新

規サービス展開を後押し

これらを受けて「オープン化」の流れがより一層進むと、銀行
ビジネスはデジタル企業に見られる外部連携に基づく新たな
価値提供モデル、すなわちプラットフォーム型ビジネスへと進
化していくと考えられます。そもそも、プラットフォームは従来
のバリューチェーンモデルと一線を画し、参加者（ユーザー・企
業）が価値を創出し、消費するという双方向の価値提供サイク
ルを経て継続的に進化していく特性を持ちます（P24 図表3）。

では、プラットフォーム型ビジネスを前提とした銀行ビジネ
スモデルとはどのようなものでしょうか。大きく分けて①顧客
への提供価値、②エコシステム（外部連携を前提としたサービ
ス提供主体）における役割と機能、③稼ぐためのマネタイズ方
法、④インフラ構築という4つの観点で整理してみましょう。

図表2 : オープンバンキングを後押しする各国の規制動向

英国
● CMA9※1により、2018年中に全銀

行のオープンAPIが義務付けられ
ている。さらにPSD2※2に基づき、
より広範な領域での連携も義務
付けられる見込み

日本
● 2 0 1 7 年 の 銀 行 法 改 正 により、

オープンAPIが義務付けられる。
2018年3月までに各銀行は方針
を当局に報告。今後約2年以内で
の実行が求められている

豪州
● 「消費者情報に関する権利」に関

する法制を改定し、データのオー
プン化を規定。実施期限は今後
確定するが、4大銀行も対象に含
まれる見込み

北米
● 特段、銀行APIに関する規制はな

いが、大手銀行はフィンテックや
データアグリゲーターとの連携を
始めている

メキシコ
● より広範な国民に銀行口座を拡

大させるべく、英国の基準に則っ
た銀行APIのオープン化を義務
付ける法制を検討中

EU
● PSD2により、2018年1月より、銀

行は登録された外部事業者との
API連携が義務付けられている。
大手銀行に加え、新興銀行も次々
に連携を開始している

アジア
● 中国では、既に決済領域を基点

に主要事業者がオープンAPIを
展開

● 香港では2018年初頭にオープン
バンキングに関する専門家協議
が開始

● シンガポールの銀行は既に多く
のAPI連携を実施済

※1 ： 英国や北アイルランドにおける9大銀行および住宅金融組合
※2 ： EU決済サービス指令

出所 ： 各国当局ウェブサイトを基にPwC作成
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①顧客への提供価値

顧客への提供価値とは、金融を基点に、スマートフォンや
シェアリングビジネスなどに関連するデジタル企業がもたら
してきた「新たな体験」を提供することです。これまで、銀行
は金融商品・サービスを顧客の嗜好やライフイベントなど
に合わせて提供してきましたが、顧客から見るとそれは目標
を実現する手段の一つであり、銀行がその目的を実現する
支援そのものをしてきたわけではありません。例えば、家の
購入や、子供の誕生、身近な人が亡くなったときなどは金
融活動とともに、適切なサポートを受けられる事業者への
問い合わせや数多くの書類手続きを含め、さまざまな負担
が発生します。双方向型のプラットフォームビジネスでは差
別化の観点から、こうした顧客の負担・困りごとをどのよう
に解決してあげるか、という視点でのサービス設計が極め
て重要になります（図表 4）。オープンバンキングによる外部
連携は、いわゆるFintech企業だけを対象としているわけで
はありません。金融以外のサービスも当然、連結することは
可能です。大手銀行であれば全国事業者と、地域金融機関
であれば、地場の取引先と連携するかもしれません。だが、
問題はそこでどのような価値をもたらし、どのように金融機
関がそこから相応の対価を得ることができるのか、というこ
とでしょう。例えば、米国の大手保険会社では、最近は家の
購入や車の購入についても不動産業者や車のディーラーな
どと連携し、生活全般の支援に乗り出しています。

②エコシステム（外部連携を前提としたサービス提供主体）
における役割と機能

オープンバンキングが銀行にもたらすメリットは、エコシ
ステムを通じた顧客ロイヤリティの向上、顧客拡大、非金利

図表3：デジタル経済においては、プラットフォームと生態系（エコシステム）が価値創造の基盤である

図表4 : 顧客への提供価値 ─ 「新たな体験」

従来のバリューチェーン型の事業モデル

プラットフォーム型事業モデルの出現は、産業革命以来の最も意義深く破壊的な変化である

プラットフォーム型の事業モデル

生産 流通・分配 マーケティング 消費者 プラット
フォーム

エコ
システム

銀行
保険会社
証券会社
フィンテック企業
事業会社
政府
小売事業者

● 価値創造は直線的かつ一方通行

● 企業が価値を創出し、ユーザーが消費する

● スケール拡大は流線的

● 価値創造は双方向かつ継続的

● 参加者が価値を創出し、消費する。プラットフォームは価値を運ぶ

● スケール拡大は指数的

【体験】 初めての家を購入（イメージ）
【顧客のモデルケース】渡辺一郎（34歳）・理恵（30歳）、結婚1年目

● 夫婦が新婚旅行から帰り、家賃をスマホで払うと「ご結婚おめでとうござい
ます」のメッセージ

● 下部に「ご夫婦にとって次のご希望は何でしょうか？」のボタン
● クリックすると、同じ世代の夫婦の持ち家比率が表示され、その高さに驚く

1

● 数日後、郊外に出かけた夫婦は、ある地域を通った際、スマートスピーカー
に「この地域の一般的な住宅価格はいくら」と聞く

● スマートスピーカーが平均的な価格と昨年のこの地域の販売戸数を返答

2

● リストを見ながら、一郎さんは「このくらいの家だと、どれくらい貯金しな
きゃいけないのかな」と聞く

● スマートスピーカーは夫婦の取引銀行Aにコンタクトするか、と提案
● 一郎さんが了承すると、取引銀行Aが夫婦の情報を確認し、ローンシミュ

レーションを開始

3

● 取引銀行Aのチャットボットがすぐに結果を通知
● 夫婦の預金残高と信用情報を基に試算すると、頭金として残り100万円を

貯めることができれば、憧れの家が買えることがわかる

4

● 取引銀行Aは100万円を貯めるために、今、家計のどの部分を切り詰めるべ
きかアドバイス

● また、夫婦は他の同じ境遇の夫婦はどのようにやりくりしているかを取引銀
行Aのコミュニティ掲示板でチェック

5

● 夫婦は取引銀行Aの勧めに従い、12カ月で100万円貯めるため、アプリに目
標額を設定

● 以降、夫婦のスマホには毎月「今月の目標額達成おめでとう」のメッセージ
が配信される

● また、日々の買い物の際には、1日の買物限度額を超えそうになるとアラー
トで警告

6

● 10カ月後、目標額を達成した夫婦のスマホには取引銀行Aから「おめでと
う」のメッセージ

● 同時に、夫婦が関心あるレストランの食事券が贈られ、一定の条件下での
住宅ローンの審査も完了したことが伝えられる

7

● 取引銀行Aは、夫婦の理想の地域・価格帯の家をリスト化して提供。理恵さ
　んが内覧したい家をクリックし、アポ完了

● 内覧後、夫婦は話し合って家の購入を決定
● 選んだ家・土地の情報を取引銀行Aに提供すると、銀行からはすぐに住宅

ローンの提案書が送信される
● 夫婦は提案内容を吟味し、了承

8

● 取引銀行Aは夫婦にとって家の購入手続きが面倒なことがわかっているの
で、補助金や登記申請、建設業者との契約手続きのサポート、引っ越しや家
具の手配など、さまざまな追加サービスを提案

9

● 新居へ引っ越しの夜、夫婦に「おめでとう」のメッセージとともに、銀行が提
携している近くのスーパーの今後1年間の10％割引カードが贈られる

● 夫婦はローン返済や子供が生まれた時のことを考え、この先いくら必要に
なるのか、保険は今のままでいいのか、話し合う

● 早速、スマートスピーカーを通じて取引銀行Aに聞いてみる……

10

出所 ： PwC分析

出所 ： PwC分析

経営
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収入の獲得、ネットの利用拡大によるコスト削減、イノベー
ションの促進などが考えられます。他方、リスクとしては、ア
プリなどを通じて顧客接点が外部事業者に流れ、銀行は情
報提供者として土管化することが挙げられます。つまり、長
年規制に守られる形で独占してきた金融機能を銀行が失う
なかで、銀行自体の存在価値が問われることになります。そ
のような事態にならないために、銀行はエコシステム内にお
ける役割を意識した付加価値を提供する必要があります。
内部的なものから外部的なものへと4つの段階に大別され
ますが、一部の銀行はすでにプラットフォームの運営主体と
してのポジションを構築すべく動き始めています（図表5）。

③稼ぐためのマネタイズ方法

オープンバンキングに移行するなかで、銀行の収益構造
も大きく変わっていくことが予想されます。伝統的な銀行商品

（預金、為替、各種ローンや企業向け融資、クレジットカード
など）による利息や手数料は、Fintechや異業種の企業が提
供する代替サービスが浸透して徐々に減ることが予想され、
プラットフォームの利用料や紹介手数料、広告収入などの手
数料が増えてくることになります（P26 図表 6）。ただし、これ
らの新たな収益源を銀行が獲得するには、その価値の源泉
となる顧客情報を管理・維持することが不可欠です。そのた
めには顧客情報を解析し、解析情報をプラットフォームの参
加者に対して意味のある形で提供することが求められます
が、問題は銀行にそのような機能、および顧客の嗜好・イベ
ントを早期に把握するためのデータが欠けている点です。日
本においても一時期、CRMの活用は多くの銀行で試みられ
てきましたが、結局定着しませんでした。いくつかの理由は
考えられますが、新たな機能・ケイパビリティ（組織能力）を

習得するために、銀行はかなり高いハードルを乗り越える挑
戦を行っていく必要があるでしょう。例えば、南アフリカの大
手銀行では、地場の商店向けに、同行が集積した顧客情報
に基づくマーケティング情報アプリを提供しています。地場
の商店は同アプリを活用し、自分たちの求める顧客層がどの
地域にどの程度住んでいるか、行動パターンはどうなってい
るか、などの情報（顧客情報そのものではなく、セグメント別
に加工した情報）をもとに新規出店地を絞り込んだり、同地
域に広告を打ち込み、新たな収益源を開拓しています。

④インフラ構築

オープンバンキングのインフラのコアになるのが、API連
携基盤（外部と接続するためのシステムの機能と仕様書）で
す。2018年 3月に国内の各銀行は金融庁にオープン APIの
実現に向けた取り組み方針を報告し、今後 2年程度でその
具体化・実行が求められています。従来の銀行システムは
商品・サービスごとに運営されてきましたが、外部連携を実
現する上では従来のシステムと外部事業者のシステムをつ
なぐ中間的な接続機能が必要となり、その結果、銀行シス
テムの構成は大きく変わらざるを得ません。具体的には、商
品志向のサイロ型オペレーションから顧客志向の統合され
たオペレーションへの進化が必要になります（P27 図表7）。

2 グローバルの銀行業界で進む
オープンバンキングに向けた取り組み

日本でも、多くの銀行で Fintech企業との連携や顧客情報
を活用した新たなサービス連携が進みつつありますが、世
界ではオープンバンキングに向けた取り組みがより本格化し

図表5：オープンバンキングにおける銀行の役割と機能

異なる段階における銀行の役割と機能

戦術的・社内に焦点 戦略的・社外に焦点

銀行内の
システム・顧客情報を統合し、

新たなサービスや
取引を実現

銀行の商品・サービスと
外部の商品・サービスを

組み合わせ、
新たなサービスを提供

商品・サービスの提供を
提携先に委託し、顧客に
新たなチャネルを提供

革新的な商品・サービスを
開発するための双方向の
プラットフォームを提供

レベル 0
内部サービス・取引

連携主体

レベル 1
外部商品・サービス

の連携主体

レベル 2
チャネルの連携

主体

レベル 3
プラットフォーム

の運営主体

出所 ： 各社の公開情報・ウェブサイトを基にPwC作成
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ています。オープンバンキングを前提とした戦略は、その銀
行の特徴によって大きく異なっています。例えば、多くの大
手銀行はコスト削減と顧客接点を優先し、その目的に合っ
た外部事業者のみと連携を模索しています。他方、中堅・
新興銀行は低コスト運営に加え、大手銀行と差別化が図れ
るポジショニングを志向し、より広範な外部事業者との連携
を模索したり、革新的な商品・サービスの開発に力を入れ
ています。また、デジタル技術を基盤とするネット銀行はよ
り顧客利便性を高めるアプリを外部事業者と連携して開発
し、ネットでの顧客接点の拡大（スケール化）を目指してい
ます。さらに、中小規模の金融機関は地元に特化し、地域
へのメリット還元を第一に掲げた展開を模索しています。

【事例1】スペインの大手銀行の取り組み

同行では早くからFintechへの出資を行い、オープンバン
キングの基盤づくりを進めてきました。現在は 2つの取り組
みを行っています。

• 銀行の伝統的商品・サービスを補完・強化する取り組み

自行の P2P決済基盤に統合させる外部事業者との連携、
自社の商品・サービスを強化する社内ベンチャーの立ち上

げなど。

• 外部事業者のためのプラットフォーム開放

誰でも利用できる基盤上に、外部事業者が独自の商品・
サービスを開発できる環境を構築。

このように、オープンな環境で外部事業者に BaaS（Bank 
as a Service：サービスとしての銀行業）として基盤を活用し
てもらい、上記の2つの階層にて集積した顧客データをDaaS

（Data as a Service：サービスとしてのデータ）として事業者
に提供しています。組織としてもビジネスとIT部門から数千
人をデジタルバンキング部門に配属し、10～12のアイデア
を同時並行で進め、失敗してもそれを生かして次に進むこと
を前提に動いています。

【事例2】英国の新興銀行の取り組み

2010 年に設立された同行は大手寡占化が進むロンドン
で 1 世紀ぶりに誕生した新興の中規模銀行で、質の高い
サービスと利便性を武器に、現在数十店舗を運営していま
す。対面取引を主とするこの銀行は年間通じて、夜まで営業
し、中小企業を対象としたオンライン上の口座一元管理など

図表6：オープンバンキングにおける銀行の収益構造の変化

銀行の事業モデルの類型と収益構造

オープンバンキング従来の銀行業

既存商品・サービス

銀行の中核事業 エコシステム

銀行の中核事業

既存商品・サービス＋
限定的な外部事業者の
商品・サービス

プラットフォーム＋
限定的な

銀行商品・サービス

完全な
オープンプラットフォーム

＄ ＄ ＄

＄ ＄ ＄

＄ ＄ ＄

＄ ＄ ＄

＄ ＄

＄ ＄

エコシステム

銀行の中核事業
＄ ＄

＄＄

＄ ＄

＄

エコシステム

銀行の中核事業

＄＄ ＄

＄ ＄
＄ ＄

＄ ＄

収益源と構成 収益源と構成 収益源と構成 収益源と構成
純利息
為替・決済手数料
その他手数料
商品・サービス手数料

手数料（コミッション）・
紹介手数料

純利息
為替・決済手数料
その他手数料
商品・サービス手数料
手数料（コミッション）・
紹介手数料

純利息
為替・決済手数料
その他手数料
商品・サービス手数料
手数料（コミッション）・
紹介手数料

自社の製品・
サービス

第三者の製品・
サービス

直接的な
収益源

間接的な
収益源

＄ ＄

出所 ： PwC分析
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を提供することで差別化を図っています。

【事例3】ドイツのネット系デジタル銀行の取り組み

2016年に設立されたベルリンを拠点とする同行は、従業
員 200人未満の銀行免許を持つテクノロジー企業です。具
体的には、バンキング APIを企業に開放し、BaaP（Bank as 
a Platform：プラットフォームとしての銀行）として、銀行免
許を持たない企業が実質的に銀行業を営める支援をしてい
ます。提供サービスは預金、デビットカード、プリペイドカー
ド、個人間送金を含む各種決済、個人および法人融資、企
業によるテーラーメイド商品の開発など。

3 邦銀がオープンバンキングへ
進化するための重要な問い

世界中でオープンバンキングが進むなか、邦銀はまさにこ
れからという状況です。日本では Fintechがまだ中国や欧米
に比べると普及しておらず、厳格な規制下でITや人、店舗へ
の投資コストが銀行の経営基盤を圧迫していることなどが背
景にありますが、異業種の銀行ビジネス参入が加速するにつ
れ、いよいよ邦銀も本腰を挙げてオープンバンキングの潮流
に乗る必要が出てきました。日本の金融機関は海外の金融
機関との比較において、Fintechがもたらす機会をコスト削減

効果と考えている節が強いことが特徴です（P28 図表 8）。ま
た、イノベーションに関連するスキルが弱いと考えています

（P28 図表9）。
特に、地域金融機関においてはマイナス金利、少子高齢

化に伴う地域経済の停滞・縮小、競争激化に伴う利鞘縮小
など、経営環境が悪化しています。従って、グローバルな
オープンバンキングの潮流に乗るにあたっては、いくつかの
重要な問いに答える必要があります。

● そもそも…
　─ 本当にオープンバンキングに対応する必要があるの

か？ 他に生きていく道もあるのではないか？
　─ 例えば、徹底的な地元密着を強みに、他行と同程度の

サービスを提供できればいいのでは？
●  何を…
　─ ネットを中心に、顧客接点が外部にシフトしていく可

能性があるなか、銀行はどのような付加価値を提供で
きるのか？

　─ そのための前提条件（足切条件）は何か？
● どうやって…
　─ オープンバンキングを実現するための要件は何か？
　─ どうやってそれを充足するか？

図表7：オープンバンキングにおけるAPI連携基盤

現行 オープンバンキング

商品志向のサイロ型のオペレーション 顧客志向の統合されたオペレーション

モバイル

投資 消費 貯蓄 保障 借入

投資 消費 貯蓄 保障 借入

営業店
コール
センター ブラウザー

オペレーションの中心

商品

組織

商品管理

顧客体験

事務プロセス

意思決定

顧客データ

組織

商品管理
再構築
対象

事務プロセス

意思決定

顧客データ

API

出所 ： PwC分析
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これらの答えは各行で考えることですが、少なくとも先行
事例から言えることは以下の3点でしょう。

● 銀行によって目指すモデルは異なるが、将来像を描いた上
で何が必要かを認識し、いつまでにどのような手を打つか、
経営方針に織り込んでいくことは最低限必要である。

● 外部が提供するさまざまなソリューションのつなぎ役（Hub）
になることで、銀行は新たな付加価値を創出しようとしてい

る。そのために規模（スケール）は必須であり、特に中小規
模の銀行は特定の顧客・地域に依存しない限り、他行との
連携を前提とする必要がある。その際、プラットフォームを
主導する立場と参加料を支払う立場、双方のメリットとリス
クを考えておくことが重要である。

●  API連携基盤や R&D機能、これらを円滑に運用させる風
土、カルチャー、顧客データの利用規定などは最低限必要
である。

図表8：日本の金融機関が考えるフィンテックの機会

図表9：イノベーションカルチャー

日本の金融機関はフィンテックがもたらす機会として、コスト削減効果を圧倒的に上げている

人件費の削減

ITインフラコストの削減

顧客維持率の改善

差別化

顧客層の拡大

既存のデータ、アナリティクスの活用

競争へのより迅速な対応

商品・サービスの拡大

58％
30％

33％
19％

27％
28％

24％
29％

36％
44％

36％
46％

24％
38％

45％
60％

コスト削減

売上向上
（イノベーション）

■ 日本の金融機関
■ グローバルの金融機関＊ 質問「貴社業界においてフィンテック台頭による機会についてお聞かせください」

日本の金融機関はイノベーションに関するスキルに苦手意識を持っている

スタートアップとの共同作業

商品化

導入

必要最低テスト商品の適応もしくは
「早い段階での失敗」に向けた
早期のフィードバックの取得

必要最低限の能力を兼ね備えた
商品（MVP）の開発

商品設計に
リーンスタートアップ方法論を適用

アイデアの創出

デザインシンキングの適用-9％ -31％ 9％ 3％

-9％ 33％ 6％
-6％ 41％ 20％

-12％

-22％ 19％-6％ 6％

-34％ 19％-9％ 3％
23％ 8％

-34％-13％ 3％9％

-18％ 26％ 10％-4％

-2％

-19％ 24％ 10％-5％

-12％ 31％-3％ 10％

-3％-6％ 25％ 13％
-9％ 13％32％-4％

-9％ 28％ 9％
-12％ 30％ 13％-4％

-9％

-15％ 12％ 12％-15％
-24％ 19％ 9％-11％

-21％-5％

アイディエーション
～テスト

高い／非常に高い非常に不足している／不足している

日本
グローバル

出所 ： グローバルフィンテック調査2017 日本分析版（PwC）にPwCが加筆

出所 ： グローバルフィンテック調査2017 日本分析版（PwC）にPwCが加筆
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オープンバンキングにおいては、商品や技術そのものが
必ずしも競争優位につながるわけではありません（外部との
協創で画期的な商品・サービスが登場することも期待できる
ので、全否定するわけではありません）。それよりも、いかに
顧客と特別な体験を共有できるかを企画することが重要で
す。そのためには前述の問いに対する一定の方向性を固め
た上で、以下のような検討ステップが望ましいと考えます。

① 顧客を徹底的に知る：どの顧客層が収益をもたらしている
か、今後の伸びしろはどうか。どこに注力するか、注力する
顧客の関心は何か、その関心は金融サービスにつながる
ものか。

② ユーザー個々の関心への対応を設計する：顧客は何に困っ
ているか、どのようなユーザーエクスペリエンス／ユー
ザーインターフェースが必要か、ネットとリアルをどう組み
合わせるか。果たして自分は使うか（特に重要）。

③ 外部パートナーと連携する：FinTech企業だけでなく、全国
事業者や取引先、ファイナンシャルプランナーなども含め
て誰とどこで連携するか、どのように（API）連携するか。

④ 運営組織・基盤を整備する：どのようなシステム基盤を構
築し、どのようなイノベーションおよび開発体制を整備す
るか。どのようにして人材を確保し、評価のためのKPI （判
断基準）を設定するか（①～③および⑤～⑦と並行して検
討する）。

⑤ β版を迅速に市場へ投入する：顧客はどのように反応する
か。何を改善するか。

⑥ 効果測定し、継続可否を決める：一定期間で目標ユーザー
数を確保できているか（収益ではない）。誰が判断し、どこ
で諦めるか。

⑦ 次のユーザー関心への対応を設計する。

このような取り組みは安全・堅実・失敗を許容しにくい従
来銀行カルチャーそのものへのチャレンジです。場合によっ
ては既存のガバナンスの枠組みから離すべく、新たに別の
組織・会社を設置してデジタル時代に必要なカルチャー・
人材を育成することこそが本質的に重要な課題であり、どこ
まで踏み込むかは経営トップの英断に委ねられています。
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外部寄稿

国立大学法人滋賀大学 連載企画「データアナリティクスの最前線」

第4回 実世界情報のデータ化と活用：
画像処理に基づく実世界センシングとその応用
滋賀大学 データサイエンス学部  
教授　佐藤	智和

はじめに
　デジタルカメラで撮影した画像をコンピュータで解析する
ことで、実世界のさまざまな情報のデータ化・活用を図る「コ
ンピュータビジョン」と呼ばれる分野の研究が急速に進展
し、身近な分野での活用が始まっています。例えば、最新の
スマートフォンには指紋・顔認証、シーン中の文字の自動翻
訳、拡張現実（AR）型三次元メジャーなど、コンピュータビ
ジョン技術を活用した新機能が続々と搭載され始めていま
す。また、安全運転支援や自動運転、防犯カメラ画像の自
動分析など、私たちの安全にかかわる領域においても、コ
ンピュータビジョンは重要な役割を果たし始めています。
　本稿では、このようなコンピュータビジョンの基礎から、
近年注目されているディープラーニングをはじめとする AI・
ビッグデータおよびデータサイエンスとの関係、さらにはコ
ンピュータビジョンによって抽出される実世界データの活用
を主 眼とした研 究まで幅 広く紹 介します。コンピュータビ
ジョンはタスクの自動化や実世界情報の抽出・可視化に応
用できることから、今後さまざまな企業で利活用されること
が確実であり、会計や監査の専門家がビッグデータ時代を
生き抜くために必須の素養となると考えられます。

1 コンピュータビジョンとデータサイエンス

人間が実世界情報の多くを視覚から得ていることからもわ
かるように、デジタル画像から抽出できる情報は膨大であ
り、かつ、人間が視覚で認識できる情報の大半は画像解析
によって抽出できると考えられています。例えば、画像を解
析することで、目の前に広がるシーンの三次元構造に始ま
り、画像に映っている物体の種類・色・形状や人物の表情・
年齢の推定、さらには、その画像の内容を説明する短文を
自動生成することまでもがコンピュータビジョンによって可
能となりつつあります。また、デジタルカメラは距離センサ・
位置センサ（GPS）などの特定の情報を計測する専用センサ
とは異なり、安価にさまざまな情報を抽出できる究極の汎用
センサであることから、カメラをセンサとして用いる応用事
例が増加しています。

図表 1に示すように、画像を入力として多様な機能を実現
するコンピュータビジョンは、大きく2つに分類することがで
きます。一つは画像を解析し、情報を数値データとして抽出
する画像解析、もう一つは画像解析によって得られる数値

画像・映像情報

ビッグデータ
・ 画像・映像メディア

コンピュータビジョン

画像解析

画像計測

画像認識

画像合成

数値データ

● 三次元地図作成
● 運転支援・自動運転
● 測量・計測・検品
● 光源環境測定

● 文字認識・自動翻訳
● 顔・指紋認識
● 異常検知、見守り
● 医用画像診断

● 自由視点画像
● 欠損修復
● 拡張現実感（AR）

数値データ

数値データ

画像・映像

図表1：コンピュータビジョンの入出力と応用例
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データを活用して新たな画像を合成し、出力する画像合成
です。このうち、画像解析はさらに2つに分類されます。

一つは、実世界を記述する数理モデルを裏付けとしなが
ら、画像から計測対象の三次元的な幾何学情報（位置・大き
さ・向きなど）や光学的な情報（明るさ・質感など）を計測す
る画像計測、もう一つは、画像に撮影された物体の詳細情報

（物体の種類・属性など）を推定しようとする画像認識です。
画像解析を用いることで、さまざまな実世界情報を自動抽
出することができますが、データサイエンスにおいてはこれ
ら数値化された情報をさらに解析することで、同図中に示す
応用を含む多様な分野での活用が可能となります。他方、
画像合成では、画像解析によって得られる数値データを用
いて入力された画像を加工することで、画像・映像を直接出
力します。このような方法を用いれば、情報をわかりやすく
可視化したり、もとの画像の価値をさらに高めたりすること
が可能となります。

2 コンピュータビジョンの進化

コンピュータビジョン分野では、その黎明期である1960
年代から2000年代前半までにおいて、照明条件や計測物
体の位置などの撮影条件がコントロールされた環境下での
撮影対象の自動認識や三次元計測が実現されてきました。
例えば、はがき・封書に記載された郵便番号の自動読み取
り装置や工場における製品の自動検品システムが代表例で
あり、これらの応用では、撮影条件を容易に固定・コント
ロールできるため比較的単純なアルゴリズムでも精度良く
データを抽出でき、古くから実用化されてきました。しかし、
コントロールが難しい一般的な環境、特に屋外環境におい
ては、照明条件が変動することや計測対象以外の物体が画
像内に撮影されることから、単純なアルゴリズムでシーンを
認識することは難しく、一般環境下での画像計測・画像認識
は長く実用化されていませんでした。

しかし、近年の計算機の高性能化とカメラ内蔵スマート
フォンやドライブレコーダをはじめとするカメラ機器の爆発
的な普及により、一般的な環境下においても、これらの技術
が実用化できる手法が開発され始めました。画像計測にお
いては、複雑なアルゴリズムを計算機上で動作させることが
可能となり、多数の画像を一度に解析することで、数枚の画
像のみの解析では得られない高精度な計測が可能となって
います。また、画像認識においては、数万枚から数百万枚
に及ぶ大量の画像ビッグデータを事例として効果的に学習
を行うディープラーニングが開発されたことで認識性能が飛
躍的に高まり、実用化フェーズに至りました。また、これらの
結果を活用することで、画像合成の性能も著しく向上してい

ます。以下では、これら個々の技術について掘り下げます。

3 画像解析技術

（1）画像計測

画像はレンズを通して 3 次元の世界を撮影したものです
が、画像の撮影では 3次元世界が 2次元世界に変換されて
います。この撮影の過程では、カメラから物体までの距離に
相当する1次元分の情報が失われてしまっています。このこ
とから、1枚の画像から撮影されている物体までの距離を復
元することは本質的に困難であるといえます。では、人間は
見ているものまでの距離をどのように推測しているのでしょ
うか。これにはいくつかの方法が複合的に用いられていま
す。1つ目は、両眼視差です。人間は左右の目が少し離れた
位置にあることで、注視している物体の見え方が右目と左目
で微妙に異なります。特に、近くにあるものはその差が顕著
となり、これによって近くにあるように感じられます。2つ目
は運動視差です。例えば、移動している電車の車窓から景
色を眺める時、近くの建物と遠くの建物・景色では、目の前
を流れていく見かけの速度が違います。このような運動に
よって生じる見かけの速度から、見ているものまでの距離を
推測することができます。3つ目は事前知識です。例えば、
人間は車のおおよその大きさを知っていますから、車が小さ
く見えれば遠くに、大きく見えれば近くに、また、どの程度離
れているのかをある程度推測できます。

これらのうち、3つ目に挙げた事前知識に基づく方法は、
比較的間違えやすいことが知られています。例えば、写真2
では、左側の人物が小さく感じられますが、これは錯覚で
す。人間はこれまでの経験から、部屋が直方体であると信
じてシーンを見ます。しかし、実際にはこの写真に写る部
屋は直方体ではなく、左側が奥まで広がった形状になって

写真 2：事前知識から生じる錯覚の例
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います。このため奥に立つ左側の人は当然見かけ上は小さ
く見えるのですが、部屋が直方体であるという仮定がある
と、左右の人物は観測地点から同じくらい離れた位置に
立っていると錯覚し、このように誤った認識結果となりま
す。このことから、画像計測の分野においては、これまで人
間の両眼視差を模したステレオビジョンと運動視差を利用
したモーションステレオの 2つが主に活用されてきました。
これらを用いることで、例えば図表 3に示すように、動画像
の解析からシーンの 3次元構造やカメラの動きを推定する
ことができます。このような技術は、近年の車載カメラを
使った安全運転支援システムや自動運転システムに活用さ
れています。

なお、機械学習によってあらかじめ学習を行うことでシー
ン構造を推定しようとする研究も始まっていますが、人間の
認識と同様に認識の誤りが生じる危険性があるため、安全
にかかわる応用分野であるほど慎重に研究・活用すべき技
術であるとも言えます。

（2）画像認識

画像認識は、認識対象となる物体を撮影した多数の画像
群を使ってコンピュータに学習をさせておき、新たに撮影さ
れた画像に映る物体が何であるのかを識別する技術です。
従来の認識手法では、そのまま画像を学習させることが難し

いため、まず画像から特徴を抽出し、それを学習・分類する
二段階構造での認識方法が主流となっていました。これに
対して、近年注目されているディープラーニングでは、多層
構造のニューラルネットワークに数万枚単位の画像ビッグ
データを直接入力して学習させることで、特徴の抽出から分
類までを一つのディープネットワークで実現することができ
るようになりました。これによって、入力した画像を識別する
ために必要な特徴の抽出・分類方法が自動で学習されるよ
うになり、画像認識の性能が著しく向上しました。ここ数年
は人間の認識性能を超える画像認識が実現し、さまざまな
分野で活用されるようになったことが、現在の AIブームの牽
引役ともなっています。

ただし、現在の画像認識技術にも課題は残されており、最
も大きな課題は学習させたシーン以外への適用が難しい場
合が多い（汎化性能が低い）ことです。現時点においては、
出力の種類やターゲットとなるシーンの設定ごとに数万枚
の画像を学習させる必要があり、データをどのように収集す
るかが課題とされています。また、データの学習には正解値
が必要であり、これを作成することにもコストがかかります。
加えて、前節で挙げたように、事前の想定とは異なる状況下
では誤った結果を出力することがあるため、実応用において
はこのような誤った出力があることを前提にシステムを構築
する必要があります。

外部寄稿

図表3：動画像を対象とした三次元復元の例

入力動画像

画像上の特徴点（×印） 復元された三次元情報
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4 画像合成技術

画像計測・画像認識によって得られた数値データはすで
にさまざまな分野で利用されていますが、それらの数値デー
タを利用して画像合成を行うことで、画像の利用価値を高め
る方法が開発されています。例えば、図表 4では画像解析に
よって得られる3次元構造を活用することで、パノラマ画像
上の人物を自動消去し、なおかつ撮影時に死角となってい
た同図下部の画像の欠損領域を復元しています。また、画
像計測で推定されるカメラの位置・姿勢を使った拡張現実感

（AR）システムなども画像合成分野の応用例として実用化さ
れつつあります。

5 コンピュータビジョンとAIの今後

ディープラーニングの登場によって画像認識分野の著し
い性能向上が達成されたことで、AIとしての画像認識がとり
わけ注目されていますが、現時点における人工知能は入力
されたデータの意味を「理解」しておらず、反射的に解を出
力しています。これにより、単純作業のようなものは自動化
されていくと考えられますが、まだ人間の理解・認識機能を
模倣する真の人工知能は実現されておらず、意味理解が必
要な応用分野への適用は難しいと考えられます。また、従来
型のアルゴリズムのほうが優れた解を出力する応用分野も
無数にあります。このため、AIが万能ではないことに注意し
ながら、今後の AIの進化を見守ることが必要であると考えら
れます。

佐藤	智和	（さとう	ともかず）
滋賀大学 データサイエンス学部 教授
1999年3月 大阪府立大学工学部情報工学科卒業
2001年3月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士前期課

程修了（工学修士）
2003年3月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士後期課

程修了（工学博士）
2003年4月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 助手
2007年4月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 助教
2010年3月 チェコ工科大学 CMP　客員研究員（奈良先端大から派遣 

2011年3月帰国）
2011年5月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 准教授
2018年1月 滋賀大学データサイエンス学部 教授
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（a）入力映像の1フレーム （b）画像処理結果

図表4：パノラマ画像上に写る人物の自動消去と欠損領域の修復
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公認会計士 トピックス
第12回 会計基礎教育の推進について

1 会計基礎教育に対するJICPAのスタンス

日本公認会計士協会（以下、「JICPA」。）では「会計基礎教
育」を「社会における会計リテラシーの定着と会計の有用性
に関する認識向上のための教育」と位置付け、社会貢献活
動として2016（平成 28）年より会計基礎教育の推進を本格
的に開始しました。

JICPAでは、会計士業界に優秀な人材を招き入れるため
には、若年層から会計に関する興味・や関心を抱かせる取
り組みが必要であるとの立場から、公認会計士の後進育成
にも取り組んできました。一方で、会計基礎教育の充実は社
会インフラの一つであり、会計の専門職である公認会計士
がその推進のために中心的な役割を果たさなければならな
いという立場から、2016（平成 28）年には JICPAの会則を
一部変更して「会計基礎教育に関する事業の実施」を会則に
盛り込むとともに、「会計基礎教育推進会議」を新設しまし
た。この点で、「公認会計士の後進育成」といった業界の発
展とは別の視点から「会計基礎教育の推進」を捉えて社会貢
献を図っていくことを明確にしています。

2
会計基礎教育に対するJICPAの
具体的な取り組み

会計基礎教育の推進事業を明確に推し進めるための
JICPAの取り組みはまだ歴史が浅いところですが、すでにさ
まざまな形で発信を行っています。2017（平成 29）年には

「会計基礎教育の推進に関する基本方針」（以下、「基本方
針」。）を定めてこれを公表しています。基本方針では、会計
基礎教育の推進は若年層に限定されたものではなく、初等・
中等および高等の各教育段階に加えて成人段階においても
会計基礎教育の機会の充実を図ることを明らかにしていま
す。

続いて、会計基礎教育推進会議の委員である関西大学大
学院会計研究科の柴健次教授を代表とする研究者チームに

はじめに
　私たち一人ひとりにとって「家計」を適切にマネージするこ
とは、人生のあらゆるステージで起こり得る金銭的な問題を
予防する助けとなります。企業においてはまさしく「企業会
計」が企業の活動の成果を金銭的に測定しており、その会計
情報を適切に読み解くことで、多くの経済的な意思決定を可
能にします。公共機関においては「財政」の視点で、市民生
活をより豊かにするための活動を金銭的に示しています。こ
のように、私たちの生活のあらゆる局面に「会計」は大きく関
連しており、個人・法人を問わず「会計」に関する必要な知識
を備えておくことは、経済活動を健全に営んでいく上で非常
に重要といえるでしょう。
　しかしながら、現在のわが国における教育カリキュラムで
は、一部の職業的な学科を除いて「会計」という領域を体系
的に学習する機会が非常に少ないというのが現状です。
　広く国民が社会生活において活躍するための会計の基礎
的な素養を「会計リテラシー」と称していますが、この「会計リ
テラシー」を高めていくための社会的な取り組みが、わが国
ではまだまだ不十分ではないかという問題認識が存在しま
す。

公認会計士	トピックス
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公認会計士	トピックス

会計基礎教育の実態調査が委託され、同研究チームは
2018（平成 30）年 5月に「会計基礎教育の実態に関する報
告書」（以下、「実態報告書」。）を公表しています。実態報告
書では、図表1に掲げる4つの提言が盛り込まれています。

基本方針では、この実態調査に続いて「会計リテラシー・
マップのイメージ（案）」の作成、初等・中等・高等の教育段
階および成人段階の各段階における会計基礎教育の推進・

普及活動、会計基礎教育に関する情報発信を行うこととして
います。

すでに、中学校社会科の次期「学習指導要領」（2021（平
成 33）年度使用開始）とその「学習指導要領解説」では、企
業会計の意味や企業会計の社会的機能などの関心や理解
を高めることが新たに盛り込まれていますが、JICPAはこれ
ら学習指導要領等への会計基礎教育の反映についても継続
的に意見発信を行っています。

提言1．会計に固有の基礎知識を義務教育に含めていくことが必要である。
提言2．会計の理解に役立つ基礎知識としての算数・家庭科等と会計の関連性を明確にした義務教育を求めたい。
提言3．会計が「できる」から会計が「わかる」教育への展開が必要である。
提言4．会計は複雑な現代社会を生きるために必要な知識（リテラシー）であることの認識を広める必要がある。

図表1：実態報告書で示される4つの提言
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PwC弁護士法人　
シニアマネージャー　日比	慎

コーポレートガバナンス・コードの改訂と
政策保有株式の売却手法

税務／法務

はじめに
　2017年秋から5回にわたって開催されたスチュワードシッ
プ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォロー
アップ会議からの提言を踏まえ、金融庁は 2017年 6月 1日、
投資家と企業の対話ガイドライン（以下、「対話ガイドライ
ン」。）を公表し、これとあわせて東京証券取引所は、改訂
コーポレートガバナンス・コード（以下、「改訂CGコード」。）を
公表しました。資本コスト、CEOの選解任、アセットオーナー
の取り組みといった内容とともに、政策保有株式について、
これを縮減することが原則であるとされ、保有する場合には
その合理性について積極的に開示し、説明が求められるこ
ととされています。しかし、実際に政策保有株式を縮減する
ためにその売却を進めていくことは、インサイダー取引規制
との関係により必ずしも容易にできるとは限らず、同規制に
留意した売却手法や社内体制をとる必要があります。本稿
では、政策保有株式の縮減に関する改訂 CGコード、対話ガ
イドラインの内容を概観するとともに、インサイダー取引規
制に対応した株式の売却手法をご紹介します。なお、本稿
のうち意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらか
じめお断りします。

1 対話ガイドライン・改訂CGコードにおける政
策保有株式の縮減と開示

1）政策保有株式の縮減と開示

政策保有株式については緩やかな縮減傾向にあるもの
の、依然として議決権割合も高い水準となっています。そこ
で、改訂 CGコードは、従前の CGコードよりも政策保有株式
について踏み込んだ内容に改訂されています。改訂 CGコー
ド原則 1－ 4では、上場会社は「政策保有株式の縮減に関す
る方針・考え方など、政策保有に関する方針を開示」し、「個
別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴
う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に
精査し、保有の適否を検証するとともに、そうした検証の内
容について開示」することが求められることとなりました（下
線部分は、従前の CGコードからの改訂箇所）。また、政策保
有に関する方針の開示については、対話ガイドライン 4－ 2
において、「政策保有株式の縮減に関する方針・考え方を明
確化し、そうした方針・考え方に沿って適切な対応がなされ
ているか」を開示することが求められます。そして、個別の
政策保有株式に関する開示については「それぞれの銘柄の
保有目的や、保有銘柄の異動を含む保有状況が、わかりや
すく説明」されることが必要とされ、保有の適否の検証につ
いても「取締役会において検証を行った上、適切な意思決
定」を行うこと、「検証の内容について分かりやすく開示・説
明」することが求められます（対話ガイドライン 4－ 1）。この
改訂CGコード原則1－4および対話ガイドライン4－1、4－
2は、フォローアップ会議での議論からすれば、必ずしも一
律の縮減を求めるものではないとは考えられますが、上場
会社においては政策保有株式の縮減が原則であるとの考え
を明確にしたものといえます。

2）政策保有株主との関係等

改訂CGコード補充原則1－4①では「上場会社は、自社の
株式を政策保有株式として保有している会社（政策保有株
主）からその株式の売却等の意向が示された場合には、取
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引の縮減を示唆することなどにより、売却等を妨げるべきで
はない。」とされ、同補充原則 1－ 4②では「上場会社は、政
策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しな
いまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害す
るような取引を行うべきではない。」としています。対話ガイ
ドライン 4－ 3、4－ 4においてもこれらに対応する内容がお
かれています。これらの補充原則等は、政策保有株式の縮
減が事業会社間等において緩やかにしか進んでいない背景
には、株式を保有させている側の問題があるのではないか
との問題意識から、新たに明記されたものとなります。

2 政策保有株式の縮減手法

上記のように、改訂CGコードおよび対話ガイドラインは必
ずしも一律の縮減まで求めるものではないと考えられるもの
の、政策保有株式の縮減を原則として明示しています。しか
しながら、企業が改訂 CGコードに従って政策保有株式の縮
減を実際に進めていく際には、上場会社の未公表のインサ
イダー情報※ 1を知りながら当該上場会社の株券等の売買等
を行うことを規制する金融商品取引法（以下、「金商法」。）上
のインサイダー取引規制への配慮が必須となります。

1）問題点

上場会社の株券等を政策保有している場合、当該上場会
社に対する役職員の派遣や業務提携等を通じて各種の情報
を日常的に取得することがありますが、その情報の中には未
公表のインサイダー情報が含まれている可能性があります。
未公表のインサイダー情報を知りながら政策保有株式の縮
減として売却を行うと、インサイダー取引規制違反として課
徴金や刑事罰の対象とされうるため、インサイダー取引規
制に抵触しないことを確保する必要がありますが、日常的に
情報を入手している場合、売却期間中においてもインサイ
ダー情報に接してしまうリスクがあります。この場合、売却
を中断しなければなりませんし、また、場合によっては、実
行済みの売却取引との関係でもインサイダー取引規制違反
の疑義が事実上生じることにもなりかねません。この点、会
社の中でいわゆるチャイニーズウォールによって政策保有
株式の売却担当部署が情報遮断されていれば、たとえ他の
部署がインサイダー情報を認識していたとしても、売却担当
部署は、インサイダー取引規制に抵触せずに売却を行うこ
とが可能です。しかしながら、金融機関においてはこのよう
な情報遮断が採用されていますが、事業会社において同様
の仕組みを取り入れることは実務的には必ずしも容易では
ないと思われます。そこで、売却期間中において予期せず
接してしまうインサイダー情報の影響を受けずに政策保有

株式の売却を行う手法を利用することが重要になります。

2）信託銀行、証券会社への委託による売却

実務上、インサイダー情報を保有していない段階で信託
銀行と信託契約を締結するか、証券会社と投資一任契約を
締結することにより、信託銀行等の主導で株式を売却する
手法が多く利用されます。これは、金融庁・証券取引等監視
委員会が公表している「インサイダー取引規制に関する
Q&A」※2問1において、自己株式取得について、①信託契約
又は投資一任契約の締結・変更が上場会社によりインサイ
ダー情報を知ることなく行われたものであって、②契約締結
後に注文に係る指図を行わない形の契約である場合には、
基本的にインサイダー取引規制に違反しないとされている
ところ、この考え方を他社株式の売買の場合にも当てはめた
ものとなります。インサイダー情報を知る前に、この考え方
に基づき設計された契約を信託銀行等と締結し、具体的な
売却については信託銀行等に一任することとすれば、たとえ
契約締結後、売却期間中にインサイダー情報を入手してし
まったとしても、その後の売却も含めてインサイダー取引規
制には抵触しないものと一般に考えられています。なお、信
託方式、投資一任方式のほかにも、同様の考え方に基づき
設計された他の売買手法も実務上利用されています。

3）「知る前契約・知る前計画」の利用

政策保有株式の売却には、有価証券の取引等の規制に関
する内閣府令の2015年改正により導入された「知る前契約・
知る前計画」を用いることも考えられます。これは、概ね、売
買の条件（売買等の別、銘柄及び期日並びに当該期日におけ
る売買等の総額又は数）を特定した「知る前契約・知る前計
画」を作成し、証券会社に提出した上で、「知る前契約・知る
前計画」の実行として株式の売買を行う場合には、インサイ
ダー取引規制の適用除外として、同規制に抵触しないとされ
るものです。政策保有株式の売却に関しても、あらかじめ売
却条件を定めた「知る前計画」を作成、提出していれば、政
策保有株式の売却開始前や売却期間中にインサイダー情報
を入手してしまったとしても、その影響を受けずに政策保有
株式の売却を行うことが可能となります。基本的には、信託
方式等の手法と同様の効果といえますが、信託方式等にお
いては信託銀行等との契約締結時にインサイダー情報を認
識していないことが要求されるのが実務上通例である一方、

「知る前契約・知る前計画」であれば、その作成・提出時にあ
るインサイダー情報Aを知っていたとしても、実際の売却時ま
でに当該インサイダー情報 Aが公表されていれば、インサイ

※1 金融商品取引法166条2項の定める重要事実、167条2項の定める公開買付け等事実
を本稿では「インサイダー情報」といいます。

※2 https://www.fsa.go.jp/common/law/insider_qa/01.pdf
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ダー取引規制の適用除外として有効であるといった違いも存
在します。実際に売却を検討する際には、これらの違いも考
慮して手法を選択することとなります。なお、「知る前契約・
知る前計画」の適用を受けるためには、売買条件をいかに特
定または裁量の余地がない方法とするかがとりわけ重要とな
り、事前に検討されることが必要となります。

3 おわりに

以上、改訂 CGコード・対話ガイドラインにおける政策保
有株式の縮減の原則と、実際に政策保有株式の売却を行う
ための手法について概観しました。本稿で取り上げた手法
のほかにも各社のニーズに応じてエクイティデリバティブな
どの利用も考えられますが、他の手法についてもインサイ
ダー取引規制等の規制を遵守することが必要です。また、

PwC弁護士法人の目的およびビジョン

PwC弁護士法人は PwC Japanグループの一員として設立された

法律事務所であり、現在16名の弁護士および7名のスタッフが所属

しています（2018年8月1日現在）。

当弁護士法人は、法律専門家として社会における重要な法的課

題を解決することを目的に掲げ、一般的な法律事務所で行われてき

た伝統的な法律業務を提供するのみならず、クライアントの皆さま

が置かれている社会環境の変化を的確に捉え、新たな時代や社会

に適合したリーガルサービスを提供することを目指しております。

当弁護士法人はこのようなリーガルサービスを提供可能とする、

①ビジネスに対する深い洞察、②高度な専門性、③創造力、④総合

力を有する弁護士が所属し、今後もクオリティの高い弁護士の参画

によるさらなる陣容の拡大を図る予定です。また、当弁護士法人は

PwC Japanグループの多様なプロフェッショナル（監査、コンサル

ティング、税務など）と有機的に協働して業際分野や各専門分野で

付加価値の高いサービスを提供するとともに、法律事務所の拠点を

有するグローバルネットワークをも生かし、社会・企業のグローバル

化に的確に対応したサービスを提供しています。

PwC Japanグループにおける
プロフェッショナルとリーガルサービス

クライアントが日々直面する課題やプロジェクトは、会計監査、税

務、財務、そして法務などの一つの分野のプロフェッショナルだけで

対応できるとは限りません。むしろ、常に複数のプロフェッショナル

のアドバイスを必要としています。PwCの従来のサービスラインに

リーガルサービスが加わり、さらにシームレスなサービスを提供でき

るようになり、クライアントの皆さまの利便性が向上しています。例

えば、コンサルティングプロジェクトではビジネスの観点と併せて法

律的な助言も行うなど、複合的・多面的な支援を提供しています。

実際、これまでに複数の案件でワンストップサービスの有効性や価

値の高さを実証しています。

リーガルサービスに係るグローバルネットワーク

PwCはリーガルサービスの提供にも力を入れ、世界 90カ国以上

に法律事務所を有しています（拠点一覧表を参照）。特に、英国をは

じめ EU諸国の法律事務所は 100人を超える弁護士を有する事務所

も少なくありません。また、近年はアジア展開にも注力し、アジア各

国における法律事務所の拠点が増加している他、シンガポールおよ

び香港を拠点として、アジア地域におけるクロスボーダーの法律業務

（複数の国に跨る取引や法令調査など）を取り扱うPwC Leg a l 

Internationalも立ち上げています。

PwC弁護士法人の主な業務分野

PwC弁護士法人が提供する主な業務分野は以下のとおりです。

● コーポレートM&A
企業の皆さまが事業活動のあらゆる側面において日々直面する

多様な法律問題（会社設立、増減資、各種契約、労務、知的財産権

など。これらに限られない新たな法律問題も含む）について、事前の

紛争予防から事後的な紛争解決にいたるまで、法的助言や代理など

の幅広いリーガル・サービスを提供します。

また、企業買収・事業提携から合併、会社分割、株式交換などの

組織再編について、スキーム立案、法務デューデリジェンス、契約

書作成・契約交渉、クロージングおよび PMIに至る全てのフェーズ

でサービスを提供しています。M&Aでは法務リスクの発見・検討と

適切な法的プロテクションについて提案し、企業の新事業進出・国

PwC弁護士法人
～新たな時代におけるリーガルサービスの提供～

日比	慎	（ひび	まこと）
PwC弁護士法人　
シニアマネージャー　
国内渉外法律事務所においてレバレッジドファイナンス・不動産ファイナ
ンスその他のバンキング取引をはじめとする金融取引分野、M&Aのほか
東南アジア法務を含む一般企業法務などに従事。この間、外資系投資銀
行などの金融機関及びシンガポール大手法律事務所への出向経験も有す
る。その後、大手証券会社にて国内外の金融規制対応、証券取引に関連
する法律問題全般を担当するとともに、主にセカンダリーマーケット部門
の新商品・新規取引の検討・開発を多数手掛けた後、PwC弁護士法人に
参加。各種金融取引に関するストラクチャーの検討、契約交渉支援のほ
か、金融機関などの依頼者に銀行法、金融商品取引法をはじめとした業
法上のアドバイスを提供している。
2005年　弁護士登録
メールアドレス：makoto.hibi@pwc.com

実際に売却を進める際には、主要株主の異動の有無など具
体的な状況に応じて他にも検討すべき事項が生じ得る点に
はご留意ください。
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際化をサポートします。

● 税務
当弁護士法人は、複数のタックスローヤー（税法を専門とする弁

護士）を有していることが一つの特徴です。企業の事業活動や取引

が複雑化する中、税法の解釈・適用は、会社法、民法その他の法律

の解釈・適用と併せて検討することが必要です。当弁護士法人の

タックスローヤーは法律家の視点で、さまざまな取引の法務および

税務双方の観点からの検討・組成（事前照会や法律意見書の作成を

含む）から税務調査対応、税務争訟まで一貫したプロフェッショナ

ル・タックス・サービスを高いクオリティで提供しています。

● 金融
バンキング、不動産などのアセットファイナンス、キャピタルマー

ケッツを中心とする各種金融取引について、ストラクチャリングから

契約書の作成・交渉、クロージング手続きまで支援しています。ま

た、金融規制の分野についても、銀行法や金融商品取引法を中心

に、各法規制に関するアドバイスや法律意見書の作成を、金融機関

をはじめとしたクライアントに提供しています。中核となる弁護士は

いずれも法律事務所、大手邦銀、大手投資銀行などでの勤務経験

を有し、実務に役立つアドバイスを提供しています。さらに、最近で

は仮想通貨、Fintechなどの新しい分野にも複数の弁護士から成る

チームでリーガルサービスを提供しています。

● イノベーション
当弁護士法人は、X-Techという言葉に代表される既存の産業と

テクノロジーの融合を通じた新たなビジネスモデルの開発、AI、IoT

およびブロックチェーン技術の活用を通じた新たなサービスの開発

など、新たな価値を生み出す「イノベーション」の創出および活性化

を法的な側面からサポートしています。

当弁護士法人は時代や社会の変化に応じて日々生起する法的課

題を適切に解決するため、上記分野に限らず、クライアントニーズ

に応じたリーガルサービスを高度の専門性や総合力をもって提供い

たします。

我妻	由佳子	（わがつま	ゆかこ）
PwC弁護士法人
パートナー　
M&Aをはじめとするコーポレート業務および知的財産権
関係業務を広く取り扱う。クロスボーダーの買収、事業提
携、合弁事業等の案件において、日本企業及び海外企業
を代理。特に、食品、飲料、医薬品及び医療機器分野の
経験を多く有する。
渉外業務を幅広く行う国内法律事務所のパートナーを経て、米国系外国法事務弁
護士事務所の東京事務所に、パートナーとして10年間勤務。
2016年1月、同法人代表就任。
1988年　弁護士登録
1992年　米国ニューヨーク州弁護士登録
メールアドレス：yukako.wagatsuma@pwc.com

北村	導人	（きたむら	みちと）
PwC弁護士法人
パートナー　
税法分野および税法、会計が交錯する企業法務分野を
主に専門とする。法律家の視点から、税法解釈、税務コ
ンプライアンスおよび税務リスクマネジメントに関する助
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はじめに
　世界第二の経済大国として中国が提供する市場およびビ
ジネスチャンスは、日本企業にとって依然として魅力的なも
のとなっています。しかし、同時に、中国でビジネスを営む
際の潜在的なリスクを確実に把握し、グループ全体の企業
統制を強化することの重要性もますます高まっています。
　日本企業は欧米企業に比べて「性善説」カルチャーにのっ
とった経営が行われることが多く、その結果、リスク・実態の
把握やガバナンス体制の構築が十分になされず、インシデ
ントの防止および早期発見に対応できる仕組みが組織に定
着できていないケースが散見されます。本稿では、中国進
出企業が直面し得るビジネスリスク全体像のご紹介ととも
に、企業の内部に潜むリスクに焦点を当て、法改正の最新
動向とともに事例を交えて解説します。

PwC中国 上海事務所 日本企業部　
シニアマネージャー　高橋	翔太

中国事業の展開に伴う
ビジネスリスクと企業側の対策
～中国特有の不正リスクを意識したグループガバナンス向上に向けて～

1 中国における事業環境の変化と
日本企業の課題

中国経済は 2017年の GDP成長率が前年比 6.9％となり、
「新常態（ニューノーマル）」を迎えたなかで、さらなる成長が

見込まれています。一方で、国内外の企業経営環境はさら
に複雑化しており、こうした特殊な時期に制定された第 13
次五カ年計画では、2020 年の小康社会完成に向け、イノ
ベーション発展や調和の取れた発展など、五大発展理念に
よる全面的改革が掲げられています。政府の打ち出す政策
を自社の発展機会とするため、すでに多くの企業は戦略的
再編や管理体制整備などの組織変革を進めていますが、外
部環境が複雑かつ不安定なことから、企業には慎重に組織
変革を進めると同時に、新たに公布される法規制を正確に
把握し、各業界に与える影響を合理的に評価することが求
められています。

また、進出後数十年が経過して安定期に入った日本企業
は、事業活動の有効性・効率性を高め、予期せぬ不祥事に

「足をすくわれる」ことがないように、ガバナンス体制の構
築・運用を図ることが重要となります。

2 中国のビジネスリスク概観

中国に進出する日本企業にとって、多様なビジネスリスク
への対応は企業の存続をも左右する高い重要性を有してい
ます。留意すべきビジネスリスクは多岐にわたりますが、な
かでも不正リスクはインシデントが顕在化した後の実態解
明や事態の収拾に多大な人的・金銭的リソースを消費する
とともに、レピュテーションに重大な損害を与えることは多く
の経営者が理解しています。しかし、その一方でインシデン
トが起きるまで、自社の現状の正確な実態把握や識別した
不正リスクへの対応が十分にできている会社は多くありませ
ん。こうした傾向は、特に「普段から従業員がしっかりやって
いるから大丈夫」「定期的に本社の内部監査を受けているか
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ら大丈夫」と、経営者から楽観的なコメントが出る会社に見
受けられます。他にも、中国ビジネスの拡大や環境変化に
ついていけず、自社の客観的な評価を放棄している会社も
あります。企業が中国で直面する不正は多種多様ですが、
代表的なものは資産（原材料、作業くず、販促品架空の費用
支出、交際費など）の横領、キックバック（購買、販売、与信
の便宜を利用したもの、リベートなど）、贈収賄が挙げられ
ます。PwCが2年に1度実施する経済犯罪実態調査（図表1）
もご参照ください。加えて、今後高まってくるリスクとして
は、中国への重要情報の移転や現地競合他社の台頭を背景
とする情報漏洩リスク、インターネット安全法の施行による
同法へのコンプライアンスリスクがあります。事業展開に伴
うこれら脅威を把握し、社内統制・管理による早期発見の仕
組みづくりが要求されます。

3 企業の内部に潜むリスク
─購買に関する不正リスク

中国で事業を展開する上で最も大きな不正リスクの一つ
が、購買に関する不正です。会社の利益を搾取する従業員
不正として、購買担当によるキックバックがあります。その
類型はさまざまですが、旅行代理店などの仲介業者と共謀
して虚偽の文書（税務インボイス、取引関連書類）を発行し、
架空の行為をあたかも事実であるかのように装うことや、ベ
ンダー取引時に友人や親族が設立した会社を中間会社とし
て経由させて利益を当該会社に落とすなど、偽造・架空の

契約書や発票・領収書などを含む不正文書を伴うケースが
大半です。このような不正により、企業に価格や品質上のリ
スクが生じるのは言うまでもなく、規制当局からの罰金や追
徴課税などの処分を受ける可能性も高まります。購買関連
不正は、その多くがベンダーの選定段階や契約段階で発生
しており、特に長期にわたって特定の人材に重要業務を任
せ切りにしていた場合は、不正発覚が遅れることがありま
す。企業は不透明な第三者ネットワークや仲介業者の実態
を把握し、有効なモニタリングを行うための十分な措置を講
じることが要求されます。

4 企業の内部に潜むリスク
─典型事例紹介

日本企業本社や中国地域統括会社とPwC中国とのコソー
シング（共同実施）内部監査を実施すると、購買責任者や意
思決定に深く関与する担当者とベンダーの癒着により、私的
利益授受の疑いが散見されます。多くの製造業が中国に進
出していますが、中国各地に工場を有するメーカーなどは、
日本人財務担当などのバックオフィス管理者が常駐していて
も、中国人の副総経理や財務／購買責任者とのコミュニ
ケーションが十分に行われていない場合、こうした状況に直
面することがあります。このようなリスクを発見するために
は、データ分析、現地経営者や現場スタッフへのヒアリン
グ、取引サンプルテストを通じ、購買業務プロセスのデザイ
ン・運用状況を評価することが有効です。よくある検出事項
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出典：「PwC Global Economic Crime Survey 2016 - mainland China, Hong Kong and Macau Supplement」

図表1：発生分類別 経済犯罪報告率
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としては、相見積の未取得や取引開始時・定期的なサプラ
イヤ評価の未実施といったサプライヤ管理における内部統
制の不備があります。また、サプライヤのバックグラウンド
チェックも有効な監査手続ですが、供給業者の代表者とし
て購買責任者の本人や親族が登録されていることや、長期
にわたって市場価格よりも高額な取引が行われていると
いった不正の兆候が検出されることもあります。

5 贈収賄に関する法改正の最新動向

2018 年 1月 1日、「中華人民共和国反不正当競争法」改
正版が施行されました。改正版では賄賂の対象とされる範
囲の拡大、行政調査権の強化、罰則の厳格化など、中国政
府による根本的な法制度の変革の意図が顕著に示され、多
様な面から企業のコンプライアンスに重大な影響が及んで
います。これにより、企業は現行の取引の取り決めについて
再度評価することが求められ、必要に応じてさらなる予防措
置を講じる必要性が出てきます。具体的には、下記のような
対応が考えられます。

（1） 代理店／ベンダー管理体制を再評価し、契約書、支払記
録、会計証憑および発票などの一貫性・整合性を図る。
支払は真実の取引・契約に基づき、また、発票は提供さ
れた製品・役務取引の記録および支払記録に対応するこ
とを確保する。

（2） 米中の汚職防止関連法における会計・財務に対する類似

の規定に鑑み、一国における調査が他国における法務リ
スクを触発する可能性に留意する。

（3） 従業員ハンドブックや社内規程にて法令遵守が経済的便
益より重要であること、かつ従業員は商業賄賂防止の関
連規定を遵守する義務があることを明確に示す。以上の
内容を従業員に周知徹底させ、署名による確認を取る。

（4） 商業賄賂規則の改正に伴うリスクを低減させるため、多
角的な専門意見がとりわけ必要になる。この分野におい
て法務リスクには往々にして税務リスクを伴うため、体系
化された管理の実現によって初めて、膨大な数のベン
ダーまたは代理店への対応が可能となる。長期的な観点
から、組織的・効率的で新たな規制要件に適応できるコ
ンプライアンス制度を確立する。

6 おわりに─ガバナンスと不正防止の観点か
ら見た業務実態把握の重要性

情報収集インフラの発展や昨今のコンプライアンスへの
機運の高まりから、私たちプロフェッショナルファームが日
本企業本社・現地法人からの依頼に基づいて中国現法に対
する内部監査やコンプライアンスデリジェンス、不正調査な
どをサポートする機会は年々非常に増えています。無視でき
ないコンプライアンス上の問題取引や、内部統制上の問題
点が発見されることが多くあります。一方で、形だけの内部
監査への盲目的な依拠や減点方式の人事評価のため、面倒
事を避ける「事なかれ主義」を背景として会社の規模拡大と
ともに成長した問題は、労務問題や税務調査などを機に噴

会計や業務システムからの
セルフサービス方式のデータ抽出

内部監査部門内のワークフロー／
ダッシュボード／報告ツール

機能横断的に共有するワークフロー／
ダッシュボード／報告ツール

ガバナンス、リスクマネジメント、
コンプライアンスに関する

テクノロジーツール

高度なテスト手続きのための
アナリティクス

リスクを特定し、監査範囲と計画を
決定するためのアナリティクス

分析による可視化

グローバル 中国
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33%
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38%

13%
30%
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65%
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38%
67%
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37%
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17%
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17%

■ 使用中
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出典：「PwC 2018 State of the Internal Audit Profession Study, March 2018」

図表2：内部監査の基礎ツール導入状況
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出しています。経営者が安心して本業に集中するためには、
前述のとおり十分なガバナンス体制の構築運用を図ること
が重要となりますが、そのためには問題が抱え切れなくなる
ほど大きくなる前に、正確な現状実態把握を行うことが必須
です。言語やビジネス慣習が日本と異なる中国では、この正
確な実態把握が難易度が最も高いため、能力・経験面から
信頼できる人材と進めていく必要があります。

また、過去に用友など統一的な ERPシステムの仕様が求
められていた背景から、中国現法の多くの会社では何らか
の ERPシステムを会計やその他の業務に利用しているケー
スが多くあります（図表 2）。データを使ったリスクのモニタリ
ングや監査はハードルが高く感じられ、伝統的な方法を行っ
ている会社も多いですが、実際に現場で実施する業務や保
有するデータやリスクのモニタリング方法などを棚卸しして
みると、データ分析に利用できる有用なデータや RPAツー
ルを用いて自動化できる領域も多く散見されます。そのた
め、リスクに限らずガバナンスについても客観的な観点から
ゼロベースで現状把握を行うことが必要となります。

高橋	翔太	（たかはし	しょうた）
PwC中国 上海事務所 日本企業部
シニアマネージャー　
2005年公認会計士登録。2012年 9月PwCジャカルタ事務所に赴任後、
2013年9月よりPwC中国 上海事務所に出向。
日本企業部のメンバーとして、現地日系企業に対する事業支援コンサル
ティング業務、内部監査や内部統制の評価支援、コーポレートガバナンス
強化支援等に従事。
メールアドレス：shota.s.takahashi@cn.pwc.com
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書　名：実例でわかる中国進出企業の税務・法務リスク対策
	 		[法制度から現地の商習慣まで]
出版社：第一法規株式会社	
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税務リスク編第1編

法務リスク編第2編

最新版

中国に進出している日本企業が直面している税務・法務のリスクの回避・解決策について、リスクの場面ごとに Q&A形式で取り
上げます。中国の法制度や商慣習に詳しく、中国進出企業へのコンサルティング業務に従事してきた経験を有する著者の生き
た実例をベースにすることで、より実践的な解決策を詳解。同著者による関連書籍『図表でわかる 中国進出企業の合弁解消プ
ランニング』（第一法規株式会社／2017年 1月発行）と併せてご活用いただけます。中国に子会社がある企業の経営企画部・法
務部や中国現地の担当者の必読書です。

実例でわかる
中国進出企業の税務・法務リスク対策
[法制度から現地の商習慣まで]

・ 中国子会社を円滑に運営するための解説書 
・ リスクの場面ごとにQ&A形式で詳解 
・ 迷いやすい中国PE課税等の税務問題もわかりやすく解説
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書籍紹介

書籍紹介

最新 アメリカの会計原則（第2版）

（2017年10月6日）
本書では、アメリカの会計基準について、その
概略および実務対応を取り上げています。実
例を豊富に取り入れ、主要テーマ別に会計処
理および開示について平易に解説した内容を、
主に2017年3月時点で有効な基準を対象とし
てアップデートしました。また、IFRSおよび日
本の会計基準との比較を行っています。
（東洋経済新報社／ PwCあらた有限責任監査法人編）

会社法計算書類の実務
（2018年1月26日）
第10版となる本書は、国際財務報告基準
（IFRS）任意適用企業の増加を踏まえ、IFRS
等適用会社の連結計算書類に関する解説を充
実化しました。また、会社法計算書類の実務
動向として、この1年間に公表された基準等の
内容と実務への影響を、冒頭の特別トピックで
解説。「収益認識に関する会計基準（案）」や「税
効果会計に係る会計基準の一部改正（案）」な
ど開発中の基準等も取り上げています。会社
法計算書類の作成・開示の参考となるよう、一
般社団法人	日本経済団体連合会の各種書類
のひな型や、全国株懇連合会が公表したひな
型（株懇モデル）も最新版を掲載しました。
（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

収益認識の会計実務
―基本・応用・IFRS対応―

（2018年5月20日）
企業会計基準委員会により、2018年3月に企業
会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等
（収益基準）が公表されました。これはわが国の
収益認識に関する初めての包括的な会計基準で、
本書では収益基準を読み解くポイントや取扱いを
定めた背景も含め、具体的な設例・図表を用い
て収益基準で導入される新しい考え方や取扱い
を可能な限り平易に解説しています。また、平成
30年度税制改正で定められた収益基準に対する
税務上の措置について解説するとともに、複数の
会計基準を利用する日本企業の市場環境を踏ま
え、収益基準とIFRS第15号との主要な相違点も
説明しています。
（中央経済社／	PwCあらた有限責任監査法人編）

成長への企業変革
─ケイパビリティに基づくコスト削減と
経営資源の最適化

（2017年11月22日）
本書では、コスト構造と戦略とを適合させ、それ
を維持するための組織再編を行うことで、価値
を創出し、競合を上回る業績を達成し続ける方
法をご紹介します。これまで多く見られるような
コスト削減のアプローチとは全く異なり、自社の
差別化されたケイパビリティに資金を集中させ
ることで成長を実現し、さらにその改善を維持
するための組織再編を行う手法や、具体的事例、
実践的なアドバイスを豊富に掲載しております。
（ダイヤモンド社／ PwC	Strategy&）

実務入門 IFRSの新保険契約
（2017年10月27日）
本書は、IFRS第17号「保険契約」について説明
しています。具体的には、現行の会計基準か
ら大きく変化した保険契約の測定についての
設例や仕訳例、表示・開示の要求事項とその
ひな型、新しい基準における主要な業績指標
の例、経過措置および適用において想定され
る実務上の課題を中心に説明しています。
（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

IFRS「外貨建取引」
プラクティス・ガイド
（2017年12月22日）
本書は、IAS第21号「外国為替レート変動の
影響」の他、外貨建取引に関連するその他の
IFRSの会計基準（例えば、IFRS第9号「金融商
品」、IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」）
に沿って、外貨建取引に関する基本的な会計
処理や表示・開示について横断的に解説して
います。また、外貨建取引を行うに際して無視
することのできない為替リスク管理について説
明している点も本書の特色です。
（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

金融機関のビジネス戦略
　持続可能なビジネスモデルの
　構築に向けた態勢整備

（2018年4月19日）
本邦の金融機関は経済成長の停滞や地方衰
退、少子高齢化、低金利などを背景に、中長期
的な収益性の確保が喫緊の課題となっていま
す。他方、金融機関以外の企業がイノベーショ
ンを活用して顧客ニーズに即した金融サービス
を提供しつつあり、資本力や規模で勝る金融機
関が優位性を有するとは限らなくなり、競争環
境は激化しています。大きなパラダイムシフト
が進む中、本書は攻めのビジネスモデルを目
指す金融機関に対し、収益を持続的に稼ぐ力
を確保するために競争優位性や生産性、成長
性を高め、持続可能なビジネスモデルを構築
する上で有益な方法論・示唆を提供します。
（中央経済社／ PwC総合研究所編）

実例でわかる 中国進出企業の
税務・法務リスク対策
[法制度から現地の商習慣まで]

（2018年6月27日）
中国に進出している日本企業が直面している税
務・法務のリスクの回避・解決策について、リ
スクの場面ごとにQ&A形式で取り上げます。
中国の法制度や商慣習に詳しく、中国進出企
業へのコンサルティング業務に従事してきた経
験を有する著者の生きた実例をベースにする
ことで、より実践的な解決策を詳解。同著者
による関連書籍「図表でわかる	中国進出企業
の合弁解消プランニング」（第一法規株式会社	
2017年1月発行）と併せてご活用いただけま
す。中国に子会社がある企業の経営企画部・
法務部や中国現地の担当者の必読書です。
（第一法規株式会社／ PwC税理士法人	簗瀬正
人、金誠同達法律事務所	趙雪巍著）
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PwC	Japanグループ調査／レポートのご案内

PwC Japanグループ調査／レポートのご案内
PwCでは、会計、税務、経営に関連するさまざまな調査レポートおよび海外拠点からの各種出版物を発行しています。
ここでは、その一部をご紹介します。

次世代のホテル経営・開発戦略
―新たな「視点」と「洞察」で読み解く―
（2018年5月）
インバウンド4,000万人が訪れる時代に、一体ど
のようなホテル経営・開発戦略を取るべきかと
いうテーマに関し、開発、ブランド、ITという視
点から現在とこれからのホテルビジネスの潮流
を考察しています。

経済犯罪実態調査 2018：
「盲点」に潜む不正を探り出す
（2018年5月）
PwCグローバルが実施している「経済犯罪実態
調査2018」のグローバルレポートの翻訳版です。
123カ国、7,228の回答結果をもとに、「盲点」に
潜む不正に焦点を当てながら、いかに不正を防
止・検知するかについて考察しています。

第21回世界CEO意識調査／
楽観的見方を維持しつつ変化に
取り組む
―保険業界における主要結果
（2018年6月）
本レポートでは、第21回世界CEO意識調
査の結果に基づき、保険業界が直面する
課題に対処し、どのように必要な競争力
のケイパビリティを高めていくことができ
るかについて考察します。

コンテンツビジネスの未来
（2018年5月）
日米のコンテンツビジネスの現状と変化の比較
から導き出される、日本企業が直面する課題を
整理するとともに、PwC独自のフレームワークを
通した解決に向けたアプローチと具体的な解決
策、およびPwCの推奨する解決策実行のための
ロードマップを提示します。

自動車産業を転換する5つのトレンド
（2018年5月）
自動車セクターは、業界とユーザーの全てが影
響を受ける未曾有の動乱期に直面しています。
本レポートでは、世界の三大自動車市場である
欧・米・中に焦点を当てて、2030年までの自動
車市場の変化を予測・解説しています。

未来のマーケティング・エージェンシー ：
次世代の組織運営モデル
（2018年6月）
マーケティングの巨大企業は、クライアントや外
部市場からの圧力に応えて、オペレーションを
統合し始めています。本レポートでは、起こり得
る4つの次世代の組織運営モデルの長所と短所
を詳述し、最も適切なモデルの決定に関する指
針を提供します。

ピープルアナリティクスサーベイ 2017
調査結果：ピープルアナリティクスが
創り出すデジタル時代の人材マネジメント
（2018年6月）
日本企業264社を対象に、人材データ分析の活
用に関する成熟度や取り組みの現状、さらなる
活用の課題などについて調査を実施しました。
ピープルアナリティクスを取り巻く現況や、人材
データ活用を進化させるために日本企業がなす
べきことについても解説しています。

グローバル情報セキュリティ調査2018 
Vol.1：サイバーショックに備え、
デジタル社会を強化する
（2018年6月）
「グローバル情報セキュリティ調査2018」は、世
界の経営者層を対象に、企業の情報セキュリ
ティに関する諸問題や対策状況、投資動向など
を調査、分析しています。

世界の消費者意識調査 2018
（2018年6月）
世界の27カ国を対象に、22,000人以上
の消費者の意識や購買行動を調査しま
した。

（2018年7月1日現在）

2018年内部監査全世界実態調査 
イノベーションとともに進歩する
―テクノロジーを活用した内部監査の
基盤となるツールと人材
（2018年6月）
PwCでは、世界中の約2,500名の内部監査部門
長や社内利害関係者を対象に、第14回「内部監
査全世界実態調査」を実施しました。本報告書で
は、調査結果をもとに、内部監査部門における
テクノロジーと人材の重要性に焦点を当てて解
説しています。
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詳細はWebをご覧ください▶https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership.html

Reinventing Innovation 
イノベーションの再創造
―戦略から実行までの指針となる5つ
の知見
（2018年3月）
企業のリーダーはイノベーションをどのように
考え、より多くの成果を得るために何をしている
か。44カ国、1,200名以上の企業のリーダーを対
象に実施したグローバル調査「PwCイノベーショ
ン調査（PwC’s	 Innovation	Benchmark）」からの
主なインサイトを紹介しています。

クロスボーダーM&Aを成功に導く、
企業文化統合に向けた提言
―日本企業のポテンシャルを最大限
生かすために
（2018年3月）
PwCが過去に携わってきた実際の買収案件を通
じて学んだ知見や日系グローバル企業各社CEO
へのインタビューなどに基づき、日本企業による
海外企業買収とその後の運営における課題を明
らかにするとともに、企業統合を成功に導くため
の提言を行っています。

未来における信頼のあり方
～監査における人間と機械の協働～
（2018年3月）
AI、自然言語処理、VRなどの先進的なテクノロ
ジーが、監査のあり方を変えるとともに、その
可能性を広げようとしています。本レポートで
は、これからの数年間において、新しいテクノロ
ジーが監査をどのように進化させていくのかを
予想しています。

CVCファンドを活用した
ベンチャー企業との
オープンイノベーション
（2018年3月）
国内では、	2012年頃からオープンイノベーショ
ンを推進するため大企業によるCVCファンドの
設立が活発化しています。	PwCでは、アンケート
調査結果を踏まえ、CVCファンド運用における課
題や、ベンチャー企業と事業シナジーを創出す
る上で押さえておくべき視点について解説しま
す。

日本におけるプライベート・エクイティ
―マーケットの動向と日本企業への
活用に関する提言―
（2018年3月）
2017年は、日本企業によるプライベート・エクイ
ティ（PE）ファンドの活用が大きく進んだ1年とな
りました。本レポートでは、日本企業にとっての
成長のための一施策として、PEファンドのさらな
る活用を提言しています。

監査の変革
どのようにAIが会計監査を変えるのか
（2018年4月）
AI（人工知能）の監査への適用可能性に関する考
察し、現代の監査が抱える課題、AIを監査に適
用した場合の影響や、将来の監査人の役割につ
いて述べています。

2018年の金融サービス業界における
最重要事項
（2018年4月）
本報告書では、主に米国の金融サービス業界が
2018年に直面すると考えられる12の最重要事項
について考察しています。

Professional. Global. Digital. 
―企業不動産マネジメントの未来―
（2018年5月）
本レポートは、PwCがドイツで調査を行った不
動産管理に関する規制とデジタル化の影響やそ
の課題、チャンスについてまとめたレポートの日
本語版です。欧州での企業不動産管理（CREM）
が直面する変化や将来動向の洞察に加え、日本
でのCREマネジメントに関する国内企業の取り
組みについての調査結果を掲載し、国内企業の
CREMに関する現状と課題を紹介しています。

グローバル投資家意識調査2018　
複雑な世界における
成長への自信に潜む不安
（2018年3月）
世界各国の663名の投資家に対して、今
後の世界経済に対する見方、不確実な
時代の企業経営のあり方、テクノロジー
の急速な進歩がもたらす影響などについ
て、インタビューやオンライン調査を実
施した結果をとりまとめたレポートです。

ミャンマー投資ガイド
（2018年改訂5版）
（2018年3月）
ミャンマーの外国投資関連規制、優遇措置、イン
フラおよび金融などのセクター概要、会計監査
制度、税制、人事・雇用法などについて、2017
年時点の情報に基づきまとめています。

PwC	Japanグループ調査／レポートのご案内

47PwC’s View — Vol. 16. September 2018



“Inform” へようこそ

IFRSに関するPwCの総合情報サイト
https://inform.pwc.com

Topic pagesでは、IFRSの主要な基準ごとに下記を含む Inform内のコンテンツをまとめ
ています。
● 基準書の日本語版※

● PwC IFRS マニュアル※

● 解説資料：速報解説、詳細解説※、IFRS news
● IFRSをめぐる動向（『週刊経営財務』掲載中の連載記事）
● 四半期アップデートセミナー資料※ （外部向けセミナー資料） など
	 ※有料会員限定コンテンツ

新基準にはIFRS	ビデオシリーズ（英語）もあり、主要な論点や実務上の影響について、経験に
基づく洞察を含めてわかりやすく動画で解説しています。
Topic	pagesには、他にもさまざまなコンテンツが集約されており、特定の基準に関する情報
を検索するのに便利です。ぜひ一度、各基準の詳細ページをご覧ください。

『Topic pages』 - IFRSの基準ごとに情報を探したい

『Topic pages』にカーソルを合わせる❶

有料会員限定
コンテンツを体験できる

フリートライアルも
ご用意しています。

お試しください。

プルダウンから詳細を
確認したい基準をクリック❷
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海外PwC日本語対応コンタクト一覧
PwCは、全世界158カ国、23万人以上のスタッフによるグローバルネットワークを生かし、クライアントの皆さまを支援していま
す。ここでは各エリアの代表者をご紹介いたします。

担当国・地域 写真 担当者名 電話番号 E-mail

アジア太平洋

中国（華北・華中） 高橋 忠利 Tadatoshi	Takahashi +86-21-2323-3804 toshi.t.takahashi@cn.pwc.com

中国（華南・香港） 柴 良充 Yoshimitsu	Shiba +852-2289-1481 yoshimitsu.shiba@hk.pwc.com

台湾 奥田 健士 Kenji	Okuda +886-2-2729-6115 kenji.okuda@tw.pwc.com

韓国 山下 泰樹 Taiki	Yamashita +82-2-709-8577 tyamashita@samil.com

東南アジア全域 桂 憲司 Kenji	Katsura +81-90-5428-7687 kenji.katsura@pwc.com

シンガポール 五十嵐 潤 Jun	Igarashi +65-6236-7558 jun.igarashi@sg.pwc.com

マレーシア 杉山 雄一 Yuichi	Sugiyama +60-3-2173-1191 yuichi.sugiyama@my.pwc.com

タイ・カンボジア・ラオス 魚住 篤志 Atsushi	Uozumi +66-2-844-1157 atsushi.uozumi@th.pwc.com

ベトナム 福永 彰一 Shoichi	Fukunaga +84-28-3823-0796 shoichi.fukunaga@pwc.com

ミャンマー 大槻 玄徳 Motonari	Otsuki +95-9-263-453-297 motonari.otsuki@mm.pwc.com

インドネシア 割石 俊介 Shunsuke	Wariishi +62-21-521-2901 shunsuke.wariishi@id.pwc.com

フィリピン 東城 健太郎 Kentaro	Tojo +63-2-459-2065 kentaro.tojo@ph.pwc.com

オーストラリア 神山 雅央 Masao	Kamiyama +61-3-8603-4383 masao.kamiyama@pwc.com

インド 古賀 昌晴 Masaharu	Koga +91-124-330-6531 masaharu.koga@pwc.com

欧州・アフリカ

英国 濱之上 昌二 Masaji	Hamanoue +44-20-7804-4376 masaji.hamanoue@pwc.com

フランス 猪又 和奈 Kazuna	Inomata +33-1-5657-4140 kazuna.inomata@pwcavocats.com

ドイツ 藤村 伊津 Itsu	Fujimura +49-69-9585-1537 itsu.x.fujimura-hendel@pwc.com

オランダ 佐々木 崇 Takashi	Sasaki +31-88-792-2761 sasaki.takashi@pwc.com

イタリア 井上 麗 Rei	Inoue +39-347-	448-6690 rei.inoue@pwc.com

スイス 佐藤 晃嗣 	Akitsugu	Sato +41-58-792-1762 sato.akitsugu@ch.pwc.com

ルクセンブルク 鈴木 伸也 Shinya	Suzuki +352-49-4848-1 shinya.suzuki@lu.pwc.com

ベルギー・中東欧全域 森山 進 Steve	Moriyama +32-2-710-7432 steve.moriyama@pwc.com

アイルランド 河野 孝宏 Takahiro	Kono +353-1-792-6436 takahiro.z.kono@ie.pwc.com

チェコ・ハンガリー 山崎 俊幸 Toshiyuki	Yamasaki ＋420-733-611-628 toshiyuki.x.yamasaki@pwc.com

ロシア・CIS 糸井 和光 Masahiko	Itoi +7-495-967-6349 m.itoi@pwc.com

南アフリカ 鈴木 智晴 Tomoharu	Suzuki +27-74-155-4601 tomoharu.o.suzuki@pwc.com

米州

カナダ 北村 朝子 Asako	Kitamura +1-604-806-7101 asako.kitamura-redman@pwc.com

米国 久保 康 Yasushi	Kubo +1-312-298-2477 yasushi.kubo@pwc.com

ブラジル 坂間 カロリーナ Carolina	Sakama +55-11-3674-2434 carolina.sakama@pwc.com
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