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Ⅰ. 内部通報制度に関する認証制度の導入 

 

消費者庁は、平成 30年 5月 14日、「内部通報制度に関する認証制度の導入について」

と題する報告書（以下「本報告書」といいます。）を公表しました。本報告書は、事業

者の内部通報制度の実効性の向上を図るための認証制度（以下「本認証制度」といいま

す。）の導入に関する事項を検討するものです。消費者庁のウェブサイトによれば、一

部の制度は今秋にも導入される予定です。 

消費者庁が平成 28年 12月 15日付けで公表した「公益通報者保護制度の実効性の向

上に関する検討会 最終報告書」においても、実効性のある内部通報制度の整備・運用

の促進を図るため、ガイドライン等にのっとった適切な取組を行う事業者を認証等し、

消費者、取引先、株主等のステークホルダーからの評価・信頼の向上につなげることに

よって、事業者のインセンティブを高め、自主的な取組を促進することが有効であると

して、「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」等を基に、認証等の評価基準を策定することが提言されていたところ

です。本報告書は、この提言等を受けて、今般、公表されたものであります。 

企業に不正・不祥事が発生した際に、内部通報でも情報を吸い上げられない場合には、

問題が拡大し、また、直接に外部告発に向かう可能性が高まります。そうなると企業に

とってはコントロール不能な事態となりますので、内部通報制度は、企業がダメージコ

ントロールをしながら主体的・能動的に問題解決をするための最後の砦といえます。 

しかしながら、多くの企業において、内部通報制度は存在しているものの、匿名性の

確保や不利益扱いの禁止について従業員から十分な信頼が得られていない等の理由に

より、必ずしも実効的に機能していないことも多いのが現実です。そこで、制度の命綱

である従業員からの信頼を確保するため、本認証制度を積極的に活用することが考えら

れます。 

本号では、本認証制度の概要及び導入されるにあたって企業が留意すべきポイントに
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ついて解説します。 

 
Ⅱ. 本認証制度の概要 

 
1．本認証制度の全体像  

 

本報告書は、各事業者の内部通報制度の実効性の向上を図るため、①事業者自らが

自身の内部通報制度を審査した結果を登録する自己適合宣言制度と②中立公正な第

三者機関が事業者の内部通報制度を審査・認証する第三者認証制度を導入することが

適当であるとしています。 

その上で、まずは比較的簡便な仕組みである自己適合宣言制度の導入から行い、そ

の運用状況を踏まえつつ、第三者認証制度を導入していくことが適当であるとしてい

ます。 

本認証制度の全体構成のイメージは、以下の図のとおりとされています。なお、以

下の図においては、自己適合宣言制度は平成 30 年度に導入予定であり、また、第三

者認証制度は平成 31 年度以降に導入予定とされていますが、消費者庁のウェブサイ

トにおいては、自己適合宣言制度は平成 30 年度秋頃を目途に導入予定とされ、導入

時期がより明確に示されています。 

 

 
（出典： 内部通報制度に関する認証制度の導入について（報告書）（平成 30年 4月 

 内部通報制度に関する認証制度検討会）） 
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本報告書では、本認証制度の名称を「内部通報制度認証」（Whistleblowing 

Compliance Management System 認証：WCMS 認証）（仮称）としています。また、

実効性の高い内部通報制度を整備・運用している事業者については、所定のシンボル

マークの使用を認めることが適当であるとしています。自己適合宣言制度を利用した

事業者に係るシンボルマークの使用の可否や、シンボルマークの使用に係る具体的な

ルールは明らかにされておりませんが、実効性の高い内部通報制度を整備・運用して

いる事業者であることを示し、もって当該事業者のコンプライアンスへの信頼を高め

るマークとして使用されることが期待されます。 

 

（出典：内部通報制度に関する認証制度の導入について（報告書）（平成 30年 

4月 内部通報制度に関する認証制度検討会）） 

 

2．本認証制度の審査基準 
 

本報告書の別添資料において、本認証制度が導入された場合の審査基準の概要イメ

ージ案（以下「本審査基準案」といいます。）が示されています。本審査基準案は、

消費者庁がすでに公表している「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」の内容を踏まえたものであり、各審査項

目において同ガイドラインの該当箇所が参照されています1。 

本審査基準案では、通報窓口の整備及び利用方法の明確化や経営トップによるメッ

セージの発信等からなる 38 項の審査項目が記載されています。本報告書本文では、

審査項目には現時点においては必ずしも広く一般的とはいえない取組等も含まれて

いることから、別添資料に記載された審査項目を一律に必須とするのではなく、一定

の取組等については、少なくとも当面の間は任意の取組項目とすることが適当として

います。また、本審査基準案には、「より進んだ取組を目指す事業者向けの取組項目」

として子会社及び取引先等における内部通報制度の実効性の確保の促進等のための 6

項目も記載されています2 3。 

                               
1 「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」の
詳細については、CRISIS MANAGEMENT NEWSLETTER（Vol.1）をご参照ください。 
2 「より進んだ取組を目指す事業者向けの取組項目」には、子会社から通報を受け付けている場合にお
ける是正措置等の実効性確保等、子会社の内部通報に係る審査項目も含まれています。最判平成 30年 2
月 15 日においては、親会社が法令遵守体制の一環としてグループ内部通報制度を設けた対応を行って
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この「任意の取組項目」や「より進んだ取組を目指す事業者向けの取組項目」が本

認証制度の審査においてどのような意味をもつのか、必ずしも明らかにされてはいま

せんが、本認証制度を利用する企業において一定の対応が必要となる可能性もあるた

め、今後の制度設計が注目されます。 

 

本報告書は、内部通報制度の実効性確保及び形骸化防止の観点から、いわゆる

PDCAサイクルによる内部通報制度の継続的な維持・改善を促す審査基準を意識して

おり、本審査基準案記載の各審査項目には、それぞれ下表のように、「P」（制度設計）、

「D」（実施）、「C」（評価）、「A」（維持・改善）の欄が設けられ、各審査項目ごとに、

事業者自身又は第三者機関がチェックする際に評価の裏付けとすべき資料が類型別

に記載されています。 

 
（出典： 内部通報制度に関する認証制度の導入について【別添資料】（平成 30年 

 4月 内部通報制度に関する認証制度検討会）） 

 

例えば、「内部通報制度の意義・目的の明確化」の審査項目の場合、評価の裏付け

とすべき資料として「Type1」と記載されています。周知・研修関連の審査項目はこ

の「Type1」に分類され、評価の裏付けとすべき資料は PDCAそれぞれの段階で下表

のとおり例が挙げられています。 

                                                                                          
いる場合には、申出の具体的状況いかんによっては、親会社自身が申し出たグループ会社従業員に対し

適切に対応すべき信義則上の義務を負う可能性が指摘されており、近時のグループ内部通報制度に対す

る考え方が反映された審査項目であると解されます。 
3 「より進んだ取組を目指す事業者向けの取組項目」には、取引先の従業員等からの通報対応や取引先

における内部通報制度の実効性確保の促進等、取引先の内部通報に係る審査項目も含まれています。こ

れは、企業のサプライチェーンに関する責任を意識したものと思われますが、日本取引所自主規制法人

が 2018年 3月 30日付で公表した「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」においても、［原則
6］として、「サプライチェーンを展望した責任感」が挙げられており、近年の傾向として注目されます。 
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（出典： 内部通報制度に関する認証制度の導入について【別添資料】（平成 30年 

 4月 内部通報制度に関する認証制度検討会）） 

 

なお、本報告書においては、下表のとおり、内部通報制度の整備・運用に当たって

必須であるといえる「P」（制度設計）及び「D」（実施）については全ての場合に求

めることとし、より質の高い取組のための「C」（評価）及び「A」（維持・改善）に

ついては、より進んだ取組を目指す事業者の場合にのみ審査対象とすることが考えら

れるとされています。 

 
（出典： 内部通報制度に関する認証制度の導入について（報告書）（平成 30年 4月 

 内部通報制度に関する認証制度検討会）） 

 

3．本認証制度の信頼性確保の方法 
 

本報告書は、今後、審査方法、有効期間、第三者機関・審査機関の質の確保等の検

討に当たり、内部通報制度及び本認証制度の普及促進という観点と共に、その質の確

保にも十分に配慮する必要があるとしています。 

具体的には、経営体制や経営環境等の変化に鑑み、登録には一定の有効期間を定め

るのが適当とし、プライバシーマークやエコアクション 21 といった類似の制度の例

を踏まえ、自己適合宣言については 1 年4、第三者認証については 2 年を有効期間と

することが適当であるとしています。 

また、第三者機関・審査機関の質の確保の観点からは、平成 30 年 7 月 13 日から

内部通報制度認証の実施に係る指定登録機関の公募が開始されているところ、実施要

綱（以下「本指定登録機関実施要綱」といいます。）においては指定契約を 3 年更新

とし、毎事業年度ごとに認証業務の適正性について第三者の評価を受けることとされ

                               
4 なお、後述の本指定登録機関実施要綱では、自己適合宣言登録の有効期間は 1年間と明記されていま
す。 
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ています。 

 
4．結語 

 
本認証制度は、企業のガバナンスや内部統制の全体的な認証ではなく、内部通報制

度という一つのパーツの認証であり、また、企業に認証の取得が義務づけられるもの

でもありません。しかしながら、昨今の企業不祥事に関連して、実効性のある内部通

報制度の整備が注目を浴びている状況からすると、株主をはじめとするステークホル

ダーから認証の取得を求められるようになることも十分に考えられます。 

今秋には自己適合宣言制度が導入予定とされていますが、その制度の詳細はまだ明

確にはなっていない点も多い状況です。そのため、本認証制度の利用を検討する企業

は、今後の情報のアップデートに留意する必要があります。 

また、本認証制度を利用しない場合でも、すでに導入している又は今後導入する予

定である内部通報制度の実効性のチェックリストとして、本審査基準案を利用するこ

とも有益であると考えられます。 

今後、本認証制度がどのように設計され、運用されていくか、注目されます。 

 

 

セミナー情報 
 セミナー  『第3703回 日本版司法取引導入により問われる企業の不正・不祥 

事対応（有事・平時）－制度の基礎的理解から米国制度との比較ま 

で－』 

開催日時  2018年 9月 5日（水）13:30～16:30 

講師    山内 洋嗣 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 
文献情報 

 論文    「すぐに使える 危機管理の書式（3）国境を越えた不正調査」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.6 

著者    梅津 英明、山内 洋嗣、大川 信太郎 

 

 論文    「会計不正と監査役の実務対応」 

掲載誌   月刊監査役 No.681 

著者    藤津 康彦 
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 論文    「2018年 6月に導入される日本版司法取引制度のおさらいと企業 

が平時から取っておくべき方策」 

掲載誌   日本カタリストウェブサイト 2018年 5月 

著者    山内 洋嗣 

 

 論文    「法務担当者のための日本版司法取引制度－企業が平時から準備し 

ておくべきこと」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 2018年 6月 1日 

著者    山内 洋嗣 

 

 論文    「すぐに使える 危機管理の書式（6）記者会見の際に必要となる 

書式」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.8 

著者    藤津 康彦、山内 洋嗣、金山 貴昭 

 

 論文    「公表の要否と適否を考える データ偽装発覚直後の対応」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.8 

著者    山内 洋嗣、千原 剛 

 

 論文    「補償の範囲と再発防止策の実効性の検証 データ偽装問題の 

事後処理」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.8 

著者    宮谷 隆、山内 洋嗣、金山 貴昭 

 

 論文    「2018年 6月に導入された日本版司法取引制度と企業へのインパ 

クト」 

掲載誌   月刊監査役 No.684 

著者    山内 洋嗣 

 

 論文    「相談室Q&A 日本版司法取引制度が企業に与える影響」 

掲載誌   企業会計 Vol.70 No.7 

著者    藤津 康彦 

 

 論文    「経済事犯に見る米国の捜査協力型司法取引」 

掲載誌   季刊刑事弁護第95号 

著者    市川 雅士 
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 本     『企業危機・不祥事対応の法務〔第2版〕』（2018年 7月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    大野 恒太郎、北田 幹直、奥田 洋一、菊地 伸、松井 秀樹、石綿 学、 

伊藤 憲二、荒井 正児、池田 和世、藤津 康彦、鈴木 克昌、小田 大 

輔、池村 聡、眞鍋 佳奈、荒井 太一、池田 毅、梅津 英明、大室 幸 

子、大野 志保、小島 冬樹、山内 洋嗣、高宮 雄介、森田 茉莉子、 

若林 功晃、村井 智顕、湯田 聡、長谷 修太郎、柿元 將希、飯島 隆 

博、岩澤 祐輔、輪千 浩平、松尾 有希、宮原 拓郎、大谷 悠紀子 

 

NEWS 
 【重要】当事務所または当事務所の弁護士・スタッフ名を騙った詐欺にご注意く

ださい 

当事務所または当事務所の弁護士名を騙った遺産相続を名目とする詐欺事件に

関する情報が寄せられました。当事務所は、このような事件には一切関係がござ

いません。 

 

当事務所または当事務所の弁護士・スタッフ名を名乗る者からのお心当たりのな

い連絡を受けた場合は、すぐには応じず、相手の身元を十分にご確認ください。

また、併せて下記連絡先までお知らせくださいますようお願い申し上げます。 

 

森・濱田松本法律事務所 

Tel: 03-5220-1800（総合案内）（9時 00分～17時 00分） 

E-mail: mhm_info@mhmjapan.com 

 

 ベトナム・ホーチミンオフィス開設許可取得のお知らせ 

当事務所は、ベトナム政府当局に対してホーチミンオフィス開設の申請を行って

おりましたが、この度、ベトナム政府当局より正式な許可を取得いたしましたの

で、ご報告いたします。当事務所のホーチミンオフィスは、本年 8月に開設され、

本格的な業務を開始する予定です。 

 

ホーチミンオフィスには、パートナーの江口拓哉弁護士が駐在することに加え、

アソシエイトの西尾賢司弁護士が常駐いたします。江口弁護士は、コーポレート

／M&A を中心に、コンプライアンスや紛争解決の各分野において専門性を有す

るとともに、特にアジア・中国案件について豊富な経験を有しております。 

ホーチミンオフィスでは、ベトナムの現地から、当事務所がこれまで培ってきた

ベトナム案件のノウハウに基づく質の高いリーガルサービスを提供し、さらにサ

ービスの質を向上させていきたいと存じます。また、ホーチミンオフィスに駐在

する日本人及びベトナム人弁護士は、東京・大阪・名古屋・シンガポール・バン
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コクをはじめとする各拠点のベトナム案件に豊富な経験を有する弁護士と一体

となって、クライアントの皆様をサポートいたします。 

 

当事務所は、依頼者が最も重要な問題に直面した場合、最も複雑な課題を抱えた

場合、最も迅速な解決が必要となった場合、まず頼りにされ、コンタクトされる

法律事務所であり続けること（依頼者の Firm of Choiceであること）を目標とし

ております。当事務所は、この目標に向かい、今後とも、東京・大阪・名古屋・

福岡・北京・上海・シンガポール・バンコク・ヤンゴン・ジャカルタ、そして新

たに加わるホーチミンの各拠点及び全弁護士の総力を結集して、アジア全体での

ニーズ、グローバルなニーズにも対応できる体制をますます充実させることによ

り、依頼者の Firm of Choiceであり続けられるよう、事務所一丸となって取り組

んでまいる所存です。何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

平成 30年 7月 

森・濱田松本法律事務所 

 

（本件に関するお問い合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報 

Tel: 03-6212-8304 

Email: mhm_info@mhmjapan.com 

 

（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 


