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Ⅰ. CRISIS MANAGEMENT NEWSLETTER 創刊のご挨拶 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、当事務所では、危機・不祥事対応を専門的に取り扱っている危機対応プラ

クティスグループにより、CRISIS MANAGEMENT NEWSLETTER を創刊することとい

たしました。 

本ニュースレターでは、不正・不祥事の平時の防止体制、問題が発生してしまった場

合の緊急対応、派生して起こる紛争の処理等、危機対応全般に関連するトピックを解説

してまいります。本号では、近時、不正・不祥事の発覚の端緒となることが増えている

内部通報制度について取り上げます。 

クライアントの皆様の実務の一助となれば幸いです。 

 

Ⅱ.消費者庁－民間事業者向けガイドラインの改定を踏まえた内部通報

制度の点検 

 

内部通報制度を含む公益通報者保護制度全般の所管官庁である消費者庁は、平成 28

年 12 月、内部通報制度の整備運用の指針である「公益通報者保護法を踏まえた内部通

報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」（以下「民間向けガイドラ

イン」といいます。）を 11 年ぶりに大幅に改定し公表しました。 

民間向けガイドラインは、内部通報制度の利用対象者の範囲や対象とすべき通報事由、

社外窓口の利用の是非など、内部通報制度の運用に当たって検討すべき事項について多

岐に亘りそのベストプラクティスを示しています 1。同ガイドラインの項目のうち、多

くの企業で検討を要すると思われるものを、以下にチェックボックス形式で挙げてみま

                               
1 なお、民間向けガイドラインは「各事業者の規模や業種・業態等の実情に応じた適切な取組を行うこ

と」を妨げるものではないことを冒頭に明記しており、全ての企業に同ガイドラインの文字どおりの遵

守を求めるものではありません。 
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した。 

 

図表－検討すべき主要な項目 

□ 内部通報窓口について、(i) 社外にも設けているか、(ii) 退職者も利用可能として

いるか、また、(iii) 内部規程違反も通報の対象としているか。 

□ 関係会社・取引先を含めた内部通報制度を整備しているか。あるいは、関係会社・

取引先における内部通報制度の整備・運用状況を定期的に確認・評価した上で、

必要に応じ助言・支援をおこなっているか。 

□ 経営幹部から独立性を有する通報ルートが用意されているか。 

□ 通報対応の状況について、中立・公正な第三者等による検証・点検等を行ってい

るか。 

□ 内部通報者に対して、調査中、調査終了時、是正措置の完了時の各段階で、適宜、

進捗状況や調査結果、是正結果を通知する仕組みを設けているか。 

□ 通報の受付時、調査実施時の各段階において通報者の秘密保持を図るための仕組

みが整備されているか。 

□ 自主的に通報した者に対する処分等の減免（社内リニエンシー制度）を設けてい

るか。 

 

後述のとおり、これらの項目全てに対応しなければならない訳ではありませんが、全

ての項目について一通り検討した上で、自社の実情に合わせた制度を構築することが望

ましいものと思われます。以下、各項目に関連するガイドライン上の記載について、若

干の解説と留意点の説明を行います。 

 

1．内部通報制度の適用範囲の拡充 

 

民間向けガイドラインでは、概ね、以下の点について、内部通報制度の適用範囲を

拡充することが適当であるとされました（Ⅱ-1-(1)）（本Ⅱにおいて、括弧内の数字

は同ガイドラインの項目番号を表します。）。 

 

図表－推奨される内部通報制度の適用範囲の拡充 

① 通報窓口の拡充（例として、法律事務所や民間の専門機関、労働組合等） 

② 通報窓口の利用者の範囲の拡充（例として、役員、子会社・取引先の従業員、退職者等） 

③ 通報対象となる事項の範囲の拡充（例として、法令違反のほか内部規程違反等） 

 

図表中、①の法律事務所や民間の専門機関等の利用については、改定前のガイドラ

インでは「可能である」と記載されているのみでしたが、改定により「適当である」

と積極的な表現がとられることとなりました。 

もっとも、法律事務所や民間の専門機関等に対して通報の受付や事実関係の調査等
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通報対応に係る業務を外部委託する場合には、中立性・公正性に疑義が生じるおそれ

又は利益相反が生じるおそれがある法律事務所や民間の専門機関等の起用は避ける

ことが必要であるとされており（Ⅱ-1-(3)）、委託先の選定には留意を要します。 

従来の実務上、顧問弁護士や、顧問弁護士と同一事務所に所属する他の弁護士が内

部通報窓口を担当する例がしばしば見られたところ、少なくとも顧問弁護士自身が窓

口の担当を継続することについては、民間向けガイドラインは否定的な評価を下して

いるといえるでしょう。他方で、顧問弁護士と同一事務所に所属する他の弁護士が窓

口を担当する実務については、同ガイドラインによって直ちに否定される訳ではない

ものと思われますが、同ガイドラインの趣旨に照らせば、例えば、顧問業務を行う弁

護士と窓口担当弁護士とは別の者とし、両者の間にファイアウォール（情報隔壁）を

設けるなどといった配慮が必要となると考えられます。いずれにせよ、外部委託先と

の連携については、自社の実情に合わせて、経験のある法律事務所や民間の専門機関

等と協議の上、体制を構築する必要があります。 

 

2．関係会社・取引先に対する関与 

 

民間向けガイドラインでは、企業グループ全体やサプライチェーン等におけるコン

プライアンス経営を推進するため、例えば、関係会社・取引先を含めた内部通報制度

を整備することや、関係会社・取引先における内部通報制度の整備・運用状況を定期

的に確認・評価した上で、必要に応じ助言・支援をすること等が適当であるとされま

した。 

この点については、費用や相手方の受入可能性の点で、どこまでの対応が現実的に

可能かは悩ましいところですが、自社を取り巻く実情に鑑みて、このような体制を構

築するのか否か、どの範囲で構築するのかを検討することになります。なお、関係会

社等が海外に所在する場合、国外への個人情報の持ち出しを、一定のプライバシー保

護水準を満たす国への持ち出し等を除いて禁じている国も多いため、どのように内部

通報制度を構築するかについて現地法に照らした検討も必要となります。 

 

3．経営幹部から独立性を有する通報ルート 

 

民間向けガイドラインでは、例えば、社外取締役や監査役等への通報ルート等、経

営幹部からも独立性を有する通報受付・調査是正の仕組みを整備することが適当であ

るとされました。コーポレートガバナンス・コードにおいても、「独立した窓口の設

置」が求められていたところ、民間向けガイドラインでは、「調査是正」についても

独立性ある仕組みの整備が求められており、一歩進んだ対応が必要とされていること

に留意が必要です（Ⅱ-1-(2)）。 

なお、通報内容としてどのような内容が話されるかは聞いてみるまで分からず、実

は、単なる人間関係に関する相談であったという例も珍しくありません。こうしたも
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のまで逐一社外取締役や監査役が直接、窓口担当として受け付けなければならないも

のではなく、補助のための職員や経営陣から独立した社外の法律事務所等に一次的な

窓口を担当させることは当然に許容されるものと考えられます。 

 

4．内部通報制度の実効性確保に向けた第三者の関与 

 

民間向けガイドラインでは、通報対応の状況について、中立・公正な第三者等によ

る検証・点検等を行うことが望ましいとされました（Ⅱ-3-(1)）。民間向けガイドラ

イン上も、「望ましい」とトーンを落として記載されているとおり、この点について

は、従来、必ずしも定着した実務運用となっていたとは思われませんが、絶対の正解

が存在しない通報時の対応について企業が事後的に自ら善し悪しをチェックするこ

とには困難な面もあることから、専門的な経験のある第三者の手を借りて、このよう

な検証を行うことも考慮に値するでしょう。 

また、内部通報制度の実効性を高めるため、内部監査や中立・公正な第三者等を活

用した客観的な評価・点検を定期的に実施し、その結果を踏まえ、経営幹部の責任の

下で、制度を継続的に改善していくことが必要であるとされました（こちらは、「必

要」です。）。また、ステークホルダーにとっても重要な情報であるため、内部通報

制度の評価・点検の結果を、CSR 報告書やウェブサイト等において積極的にアピー

ルしていくことが適当であるとされました（Ⅳ-2）。 

「中立・公正な第三者」としては、内部通報制度について対応経験の豊富な法律事

務所や民間の専門機関等が考えられるでしょう。 

 

5．調査・是正措置に係る内部通報者への通知 

 

民間向けガイドラインでは、内部通報者に対して、調査中、調査終了時、是正措置

の完了時の各段階で、適宜、進捗状況や調査結果、是正結果を通知するよう努めるこ

とが必要とされました。また、通報者や調査協力者に対して、その通報がコンプライ

アンス経営の推進に寄与した場合には、通報者等に対して、例えば、経営トップ等か

らの感謝を伝えることにより、組織への貢献を正当に評価することが適当であるとさ

れました（Ⅱ-3-(2)）。 

一般に、内部通報者は孤独な存在です。通報を行った後、企業から何の連絡もない

と、このまま通報が揉み消されてしまうのではないかと疑心暗鬼に陥ったり、そのこ

とが原因で、企業からの調査結果の連絡を待たずに外部の行政機関やマスコミに告発

を行ったりするということも珍しくありません。そのようなことがないよう通報者に

対するケアは十分に行う必要があります。 

なお、調査期間中に通報者に接触した場合、調査の結果判明した事実関係や調査結

果の見込みを尋ねられることも多くあります。通報者に対するケアという意味におい

ては、通報者とのコミュニケーションは有意義ですが、事実関係の開示については、
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会社としての情報のコントロールに支障が生じないか、また、関係者のプライバシー

の侵害とならないか等について慎重な検討を必要としますし、不確かな状況で調査結

果の見込みを話したものの、実際の調査結果が当該見込みと異なった場合などにはか

えって通報者の信頼を失いかねません。そのため、伝えるべき内容については留意が

必要です。個別の事案次第ではありますが、一般論としては、情報提供への感謝は伝

えつつ、調査期間中には調査の結果得られた新情報や調査結果の見込みについてはお

伝えできない旨を予め説明しておくことが無難と考えられます。同様に、調査結果の

伝達時にも留意が必要です。特に調査の結果、内部通報どおりの事実が認定できなか

った場合には、調査が適正に行われたのか、通報者が不信感を抱く例も少なくないこ

とから、十分な調査を行った旨を、意を尽くして説明することが肝要です。 

 

6．通報に係る秘密保持の徹底 

 

通報者の秘密保持は、内部通報制度の信頼の根幹です。民間向けガイドラインは、

通報の受付時、調査実施時の各段階に分けて秘密保持を図るための具体的な方策を例

示するとともに、通報に係る秘密保持の徹底を図ることが重要であると強調していま

す（Ⅲ-1-(1)・(3)・(4)）。また、通報者の匿名性を確保する観点からも、前述のとお

り、通報窓口を外部に整備することが適当としています（Ⅲ-1-(2)）。 

通報窓口を外部に整備した場合の具体的な運用としては、例えば、①外部の法律事

務所が通報を受け付け、通報者の個人情報を削除した上で、社内の内部通報担当部署

に送付する、②社内の内部通報担当部署にて調査のうえ、外部の法律事務所に調査結

果を送付する、③外部の法律事務所が調査結果を確認のうえ、通報者に回答する、と

いった方法が考えられるでしょう。 

なお、従来、情報の質を一定程度保つため、匿名通報は受け付けないとする運用も

みられたところですが、同ガイドラインは個人情報保護の徹底を図るとともに通報対

応の実効性を確保するため、匿名の通報も受け付けることが必要であるとしています。

また、匿名の通報であっても、通報者と通報窓口担当者が双方向で情報伝達を行い得

る仕組みを導入することが望ましいとしています。実務上、自社に重大な影響を及ぼ

し得る情報を匿名の形で受け取ったものの、通報者と連絡をとる手段がなく通報内容

の詳細を聞き出せない結果、リスクは把握しているものの十分な調査が行えず、通報

の真偽について判断ができない状態に陥ってしまったという例が散見されます。そこ

で、匿名通報については、電子メール（少なくとも通報者のメールアドレスは知るこ

とができます。）など限られた手段でのみ受け付けるといった対応を取ることも一案

でしょう。 

なお、以上のように通報者の匿名性の保持は極めて重要ですが、実際に通報により

得られた情報を活用して調査を行おうとすると、その態様によっては、通報者が誰で

あるかが関係者に明らかにならざるを得ない状況も生じ得ます（例えば、通報者しか

知り得ない情報に基づき調査を行う場合などが想定されます。）。 
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民間向けガイドラインもこのような状況を想定しており、通報者の特定につながり

得る情報を外部に開示する際には、通報者の同意を取得した上で、情報の伝達先にも

秘密保持の誓約等の措置を講じることが必要であるとしています。 

 

7．自主的に通報した者に対する処分等の減免（社内リニエンシー制度） 

 

民間向けガイドラインでは、法令違反等に関与した者が、自主的な通報や調査協力

をする等、問題の早期発見・解決に協力した場合には、例えば、その状況に応じて、

当該者に対する懲戒処分等を減免することができる仕組みを整備することも考えら

れるとされました（Ⅲ-3）。当初、「整備することが適当である。」とされていたと

ころ、パブリックコメント手続において反対意見が出たことも踏まえて、「考えられ

る。」と民間向けガイドラインの表記が変更されています。 

このような仕組みは、一般に社内リニエンシー制度などと呼ばれるものであり、不

正発見の蓋然性を高めるメリットがある一方、制度設計によっては、本来、減免すべ

きでない重大な不正であっても減免せざるを得ず対外的な説明に窮するであるとか、

首謀者のみがリニエンシー制度によって免責され、協力者のみが処分されることがあ

ればかえって社内の士気を下げるなどといったデメリットも指摘されるところです。 

 

8．結語 

 

現在検討が進んでいる公益通報者保護法の改正に関する議論の中では、従来、内部

通報に比べて、通報者が保護を受けるための要件が厳格であった外部（行政機関、報

道機関、消費者団体等）への通報について、要件を緩和すべきであるとの意見も出さ

れているようです。こうした法改正が実現した際に、自社の内部通報制度が従業員等

にとって信頼の置ける制度となっていなければ、通報者は従来以上に外部通報を選択

することが増え、企業としても外部からの指摘で初めて不祥事を認識するという望ま

しくない事態を招くおそれがあります。 

そのような事態を招かないためにも、民間向けガイドラインを参照しつつ、自社の

内部通報制度の運用について、改めて見直す機会を持つことは有益であると考えられ

ます。 

 

Ⅲ. グローバル企業における内部通報制度の整備に向けて 

 

1．グローバル内部通報制度の有用性と課題 

 

グローバル企業においても不正や不祥事が後を絶ちません。世界の隅々まで張り巡

らされた拠点網において、常に生じうる不正会計、贈収賄、横領・背任、労務問題な

どのコンプライアンス違反をいかに防ぎ、早期発見するかはグローバル企業において



 

 
 
 

CRISIS MANAGEMENT NEWSLETTER 

 

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお

願い申し上げます。 

© 2017 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

7 
 

こそ喫緊の課題となっていると言えます。 

そもそも、海外子会社をはじめとする海外拠点は、人員等の限界から内部統制が有

効に機能せず、不正の温床になりやすい面があります。本社と海外拠点間のコミュニ

ケーションには自ずと限界があり、通常のレポートラインが機能しづらく、拠点のト

ップ自身が不正に手を染めることも少なくありません。このような場面において、海

外拠点を含めた全世界的な内部通報制度の整備（グローバル内部通報制度）は一つの

対応策になります。 

ただし、グローバル内部通報制度といっても、国内の内部通報制度の適用対象を全

世界に拡張するという単純な話とはなりません。国ごとに、内部通報に対する認知

度・法的規制、情報法制が異なりますし（アメリカのドッド＝フランク法における報

奨金制度、個人情報に関する EU 加盟国の厳格なレギュレーション等）、そもそも何

がコンプライアンス違反か自体、国や地域によって異なります（私人に対する贈収賄

罪が成立するか、各国の労働法制の違い等）。さらに、文化や風習の違いも制度設計

に影響します（本社からの駐在社員と現地採用従業員のロイヤリティの差、いわゆる

「村社会」かどうか、雇用市場の流動性の違い等）。 

より現場に近い問題として、本社での一元管理を前提にすると、現地公用語による

通報や時差が大きい地域からの通報にどう対処するのかという問題もあります。コン

プライアンスについて一定の素養があり、拠点で使用される外国語に長けているとい

う貴重な人材（さらに実務的にはコミュニケーション能力やカウンセリング能力等も

必要となります。）を内部通報制度担当者に配置できるかという問題もあります。 

 

2．内部通報制度のグローバル化に踏み出す 

 

以上のような事情から、グローバル内部通報制度の整備になかなか踏み出せない企

業も多いと思われますが、他の多くの不正・不祥事防止策と同様、課題が多い施策で

あっても、まずは重要なところからできる範囲で（言い換えれば、リスクベースのア

プローチで）導入を検討することは有益と考えられます。OECD 外国公務員贈賄防止

条約の存在にも示されているように、個別具体的な贈収賄制度は国ごとに異なります

が、一定の共通の構成要件ないし通底する考え方のようなものは存在します。そもそ

も、日本の内部通報制度も、法令などに違反しているかどうかが厳密に吟味されると

いうよりは、「これはおかしいと思う」という各人の個別判断に依存している面があ

ります。 

少数の国・地域のいくつかの類型の不正・不祥事（新興国における贈収賄規制、小

規模拠点における横領などが典型です。）がしっかりカバーできるだけでもかなり高

い効用があるという場合もあります。特に危険の大きい拠点では、現地の弁護士事務

所を併用するということも考えられます。 

横領や賄賂のように比較的理解しやすい類型の通報窓口、結局は人間関係や待遇の

問題に尽きる通報も多い労務関係の通報窓口、独禁法や不正会計のように聞き手に一
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定の専門知識が求められる通報窓口を分けるというのも、一つの方策になり得ます。 

内部通報制度のグローバル化について検討し導入に踏み出すこと、あるいは、既存

の制度について改善の余地がないか再点検することは、リスク管理体制やコンプライ

アンス体制等の内部統制システムを構築・運用する義務（会社法 362 条 4 項 6 号、

会社法施行規則 100 条等）の遵守にもつながるもので、社内で検討の機会を持つこと

は有益と考えられます。 
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文献情報 

 論文    「企業の危機対応について－第三者委員会実務の現状と課題－」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.29 No.1 

著者    藤津 康彦、矢田 悠（共著） 

 

 論文    「反社会的勢力から、あるいは反社会的勢力『排除』から、 

      どう企業を守っていくべきか？」 

掲載誌   月刊ザ・ローヤーズ 2017 年 1 月号 

著者    矢田 悠 

 

 本     『企業訴訟実務問題シリーズ 証券訴訟―虚偽記載』 

      （2017 年 2 月刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    藤原 総一郎、矢田 悠、金丸 由美、飯野 悠介（共著） 

 

 論文    「不正会計問題等に係る第三者委員会設置の留意点」 

掲載誌   企業会計 Vol.69 No.3 

著者    藤津 康彦 

 

 本     『企業訴訟実務問題シリーズ インターネット訴訟』 

      （2017 年 3 月刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    上村 哲史、山内 洋嗣、上田 雅大（共著） 

 

 本     『JA バンク法務対策 200 講』（2017 年 3 月刊） 

出版社   株式会社きんざい 

著者    早川 学、下瀬 伸彦、江平 享、堀 天子、石川 貴教、加賀美 有人、 

      湯川 昌紀、篠原 孝典、白根 央、矢田 悠、尾登 亮介 

 

 論文    「＜コンプラが充実する独禁法の道標 3（2）＞発注者との接触場 

      面で注意すべき独禁法・贈賄に関するコンプライアンス」 

掲載誌   ビジネスロー・ジャーナル 2017 年 4 月号 

著者    池田 毅 

 

 論文    「内部通報制度のあり方と監査役－民間事業者向けガイドライン 

      の改定を踏まえて－」 

掲載誌   月刊監査役 No.666 

著者    矢田 悠 
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NEWS 

 Chandler MHM Limited 業務開始のお知らせ 

当事務所は、Mori Hamada & Matsumoto（Thailand）Co., Ltd.を通じ、タイの大

手法律事務所である Chandler & Thong-ek Law Offices Limited（チャンドラー・

アンド・トンエック法律事務所、以下 CTLO）と経営統合し、CTLO の名称を

Chandler MHM Limited（以下 CMHM）へ変更し、2017 年 1 月 4 日より業務を開

始いたしました。 

 

当事務所は、2015 年 4 月にバンコクオフィス（Mori Hamada & Matsumoto

（Thailand）Co., Ltd.）を開設し、日本人弁護士 4 名、タイ人弁護士 1 名の体制

でアドバイスを提供してまいりましたが、タイ市場においてさらに強固な基盤を

確立し、東南アジアにおける多種多様な法務需要に幅広く応えるべく、今般の経

営統合を機に、飛躍的に体制を充実させてまいります。 

 

当事務所のパートナーであり、海外 M&A や国際取引・通商実務に精通した河井 

聡弁護士が CMHM のマネージング・パートナーに、CTLO のマネージング・パ

ートナーである Niwes Phancharoenworakul 弁護士とともに就任いたしました。

さらに、当事務所の東京オフィス、シンガポールオフィス、及びジャカルタデス

クにて執務していた日本人弁護士 3 名も CMHM に拠点を移し、より一層の体制

強化を行いました。 

 

その結果、CMHM は、既に CTLO に在籍しているタイ人・米国人等の弁護士と

合わせ、50 名を超える陣容となり、日本の法律事務所の拠点としてはタイ国内

はもとより東南アジア地域で群を抜いた規模となります。 

 

当事務所は、今後とも、東京、大阪、名古屋、福岡、北京、上海、シンガポール、

ヤンゴン、ジャカルタそして CMHM の各拠点の全弁護士が一丸となって、より

一層クライアントの皆様のお役に立てるよう尽力してまいりますので、何卒宜し

くお願い申し上げます。 

 

 設樂 隆一 弁護士が入所しました 

当事務所は、2017 年 2 月 15 日付で、本年 1 月に知的財産高等裁判所長を退官し

た設樂 隆一 弁護士を客員弁護士として迎えました。 

 

設樂弁護士は、東京地方裁判所知的財産権部や知的財産高等裁判所等で知的財産

訴訟実務に携わり、また、知的財産高等裁判所長として知的財産訴訟に関する国

際的な活動においても中心的な役割を果たしてこられました。 
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設樂弁護士の入所により、当事務所は、知的財産紛争において、更に充実したリ

ーガルサービスを提供できるよう努めてまいる所存です。 

 

 パートナーおよびオブ・カウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 4 名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

【パートナー】 

田中 光江、塙 晋、渡辺 邦広、小島 冬樹 

 

また、同日付で 3 名の弁護士がオブ・カウンセルに就任いたしました。 

【オブ・カウンセル】 

柴田 久、原 潔、孫 彦 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたし

ます。 

 

 村上 博隆 公認会計士・税理士が入所しました 

2017 年 3 月 1 日付で、村上 博隆 公認会計士・税理士が、森・濱田松本法律事

務所・MHM 税理士事務所に加入しました。 

 

村上公認会計士・税理士は、東京国税局に勤務した後、有限責任監査法人トーマ

ツにて勤務し、東京国税局では法人税、消費税、源泉所得税及び印紙税等に関す

る税務調査等を、有限責任監査法人トーマツでは、会計監査や株式公開支援業務

等を担当してきました。 

 

村上公認会計士・税理士の入所により、法務と一体となった税務サービスを、さ

らに充実した体制で提供できるように、努めてまいる所存です。 

 

 新人弁護士（29 名）が入所しました 

 

 The Eighth Edition of Best Lawyers in Japan にて高い評価を得ました 

Best Lawyers（ベスト・ロイヤー）による、The Eighth Edition of Best Lawyers in 

Japan において、Criminal Defense の分野で、池田 綾子 弁護士及び奥田 洋一 弁

護士が選ばれました。 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


