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海外拠点をもつ日本企業の皆さんにとって、2020年以降の経営環

境はこれまでにも増して不透明さを増していると感じ、今後の海外

拠点の運営の難しさと不安を感じていらっしゃるのではないでしょ

うか。それは言うまでもなく新型コロナウイルス感染症の世界的流

行によりもたらされた環境変化によるものでしょう。

突然未知のウイルスが出現し、あっという間に世界中に広まった

ことで、世界は右往左往し、混乱しました。最初の出現当初の段階

では、世界各国政府はこぞって国境を越える人々の移動、自国への

入国を厳しく規制する動きを見せました。感染症流行の影響の深刻

度は国や地域によって大きく異なりましたし、その後、ワクチン接

種や治療薬によって終息の兆しは見えつつありますが、変異株の出

現などまだまだ予断を許さない状況です。感染流行以前のように、

世界中でヒトの往来が復活するまでには、まだしばらく時間がかか

りそうです。新型コロナウイルス感染症の流行は、一時期の世界中

の企業のグローバル戦略にみられた猫も杓子も「攻め」一辺倒、

「グローバル化推進」一本槍の傾向に冷水を浴びせかけ、グローバ

ル化の行きすぎに強くブレーキをかけたことは間違いありません。

これから先、新型コロナウイルス感染症の流行が終息に向かってい

く過程で、海外拠点を構えてグローバル戦略を唱えてきた日本企業

は、好むと好まざるとにかかわらず、国境を越える人々の移動の規

制が軽減されていくにつれて、流行前の状態に回帰していくのか、

それとも新たなグローバル経営の形へと変化していくことになるの

か、というジレンマに悩む場面が増えることと思います。

ここで�つ言えることは、新型コロナウイルス感染症の流行が終

息に向かっていくこれからの世界で、日本企業が海外拠点を構えて、

はしがき

1

user
テキストボックス
白石斉著『日本企業の海外拠点におけるリスク対策の革新と実践』民事法研究会発行



経営を行っていく場合、さまざまなリスクを想定した対策の必要性

がこれまでも主張されてきましたが、これまで以上に海外拠点ごと

の千差万別なリスクについて深く考え、十分な対策、一方で無駄や

重複の少ない運用を心がけるべきだ、ということです。それはすな

わち「グローバル vs ローカル」「中央集権 vs 地域分権」「一体感

vs 多様性」とさまざまに言い換えることができますが、要するに

問題としてはリスク対策を本社主導で世界一体で考えていくのか、

それとも地域や国の単位で拠点それぞれに独立独歩で考えさせるの

かというどちらのスタンスに立つか、という点に集約されます。当

然ながら100か�かという二者択一ではないですし、それぞれ一長

一短があることは容易に想像がつきます。両極端ではなく中間、さ

らにはケース・バイ・ケースで両者を使い分けるという方策もとり

うると思います。

本書では海外拠点が避けることのできないリスク対策の事例とし

て「コンプライアンス」「事業継続計画（BCP）」の�つをテーマと

して取り上げ、ジレンマを乗り超えて、これらへの対策についてど

う対処すべきか、という問いに対し、革新的な答えを出す手がかり

として私の考えた〔�─�─�メソッド〕を新たに提示し、その新

しさについて解説していこうと思います。

中身は本書で詳しく説明するとして、ここでは本書執筆までのい

きさつを紹介します。私は過去12年間にわたって、企業で内部監査

の仕事をしてきました。その間、勤務先企業の世界30か国にある海

外進出拠点を�年に�、�拠点ずつ訪問してきました（最後の海外

拠点訪問は2020年�月でそれ以降、訪問できていませんが）。その間、

各国ごとに異なる法律や各種規制をあらかじめ調べ上げ、それぞれ

数日にわたって、海外拠点で直面するリスクに対処しながら経営に

携わっている経営者、企業法務の仕事に携わっている現地の従業員
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と対話し、意見を闘わせ、現場の状況を見てきました。この経験を

通じて、複数国にまたがる多数拠点をもつ企業グループ内において

効率的・効果的にリスク予防策を行うメソッドを思いつきました。

突然ひらめいたわけではなく、経験を積み重ねていく過程で、こう

やればより効率的だ、より効果があがる、という小さな発見を積み

重ねて「こうやればうまくいくはず」というメソッドにまとめ上げ

たものです。そしてこれを〔�─�─�メソッド〕と名づけました。

このいきさつからもわかるように、元はといえばこの〔�─�─�

メソッド〕は海外拠点の所在国ごとに異なる法律や規制といった規

範／ルールに対応して、企業グループ全体でコンプライアンス対策

を展開するための革新的な方策として考えついたものです。しかし

今回の新型コロナウイルス感染症の流行によって、世界中の企業が

想定外の災厄に負けないレジリエンスの必要性を痛感した中で、注

目を浴びた BCPを企業グループ全体で策定する過程においても、

このメソッドが適用できることに気づいたのです。

海外勤務の経験が豊富で、特定の国や特定分野の法律を、あるい

は特定の地域での災害対策をよくご存じの海外の専門家、国際的な

裁判や法律問題に携わった経験が豊富で世界各国の法律に精通して

いる弁護士、BCPや防災対策に精通している災害対策の専門家で

は、おそらく私のメソッドは思いつかないだろうと思います。弁護

士・研究者・専門家ではお目にかかる機会の少ないかもしれない海

外拠点の最前線で法規制やコンプライアンス、そして BCPや防災

対策に平素からかかわってきた人々の悩みや苦労に親身になって向

き合い、何年かに�回、海外拠点を繰り返し訪問し、その変化や進

歩の様子を追いかけ続けてきた、という私自身の特殊な経験が幸い

しています。

おそらく本書を手に取られた読者の皆さんの中には、海外拠点を
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もつ企業が現地の法規制によってコンプライアンス面で抜き差しな

らぬ状態に陥る不安、今後いつ再び襲ってくるかもわからない次の

感染症や天災地変、自然災害をはじめとするさまざまなリスクに対

して、それらを乗り越えて事業を継続できるだけの備えは十分なの

だろうか、という不安を感じながら、その一方で、コンプライアン

ス予防や BCPによるリスクへの備えにどこまでコストや時間をか

けることが望まれているのだろうか、どうすることがベストプラク

ティスなのか、というもう�つ別のジレンマを感じられている方々

が少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。そしてその不安

に拍車をかける形になったのが、まさに新型コロナウイルス感染症

の流行という世紀の大災厄であったというわけです。

本書に繰り返し出てくる言葉のうち「有効な」（Effective）とい

う概念はまだしも、「効率的な」（Efficient）などという言葉はコン

プライアンス、あるいは BCPに関してこれまであまり正面切って

論じられず、ある意味でタブー視されてきたことかもしれません。

しかし有効性と効率性の両方を同時に追求することが、今ほど強く

求められている時代はない、と私は感じています。本書が海外拠点

をもつ企業のこれからの方向性に不安を感じていらっしゃる方たち

にとって少しでもヒントになることができれば望外の喜びです。

2022年�月

白 石 斉
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第�章

�階建て規範／ルール

方式による

コンプライアンス活動

それでは、本書の主題の�つである、�階建て規範／ルール方式

によるコンプライアンス活動体制の構築方法について具体例を示し

ながら説明します。

Ⅰ �階部分の意義と設定方法

�階部分とは、【図�】の�階建て規範／ルール方式図において

「企業グループ内 共通規範／ルール」と示された部分です。

第�部 コンプライアンス体制の構築と実践
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【図�】 �階建て規範／ルール方式（�階部分）
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� �階部分の意義

�階部分は本社が主導的立場で策定し、海外拠点の所在国にかか

わらず企業グループ共通の規範／ルールとしてすべての拠点で適用

するものです。これを設定することの意義は、企業グループ内にい

る限り、法律や規制が国で異なっていたとしても、企業グループと

して従うべき点線で囲った共通部分だけを切り出して、本社が主導

して規範／ルール化し、企業グループ内に一括して流布し、その徹

底を図ることにあります。

ここで第�章であげた「共通規範／ルール方式」を再度【図�】

として掲げて【図�】の「�階建て規範／ルール方式」の�階部分

と比較してみましょう。

第�章 �階建て規範／ルール方式によるコンプライアンス活動
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【図�】 共通規範／ルール方式

日本の法令（条例・通達などを含む）
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両者を比較してみると共通規範／ルール部分のカバーする範囲が

決定的に異なっていることがわかります。つまり、ここで�階部分

のカバーする領域、言い換えれば、共通規範／ルールをどうやって

適正に決めるか、その方式が非常に重要だということです。

� �階部分の適正な水準の決定

企業グループ内の共通規範／ルールの適正な水準を決定するため

には、次の�段階の手順を踏んで行います。

第�段階：海外拠点の事業活動の内容・体制の明確化

第�段階：海外拠点が事業活動を行う際に国から受ける規制内容

の把握と項目別の分類

第�段階：国別の規制の範囲の広さ、規制の厳格さの評価と計数

化

第�段階：国別の規制レベルの総合評価

第�段階：国別の規制水準と企業グループ内構成比のグラフ化

第	段階：国別の規制水準の差異を反映した企業グループ内の共

通規範／ルールの水準についての方針の策定

第�段階：適正な共通規範／ルールの水準の決定

では、ここで比較的単純な事例（贈賄に関する共通規範／ルールの

設定）を取り上げ、上記の�段階別に、それぞれの手順・留意点を

示します。

比較的単純な事例として、日本に本社・支社があり、インドネシ

ア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムの�か国に進出し、

日本および�か国で商品の販売を行っている商社を取り上げます。

先ほど触れました�段階の手順に沿って、海外進出に伴い発生する

贈賄リスクに対して、この事例における企業グループ内の共通規範

／ルールの適正な水準を導き出します。

第�部 コンプライアンス体制の構築と実践
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⑴ 第�段階──海外拠点の事業活動の内容・体制の明確化

この段階はすでに東南アジア�か国に進出して、それぞれの国の

現地法人が事業を行っているので、現状を確認することで足ります。

明確化すべきポイントは今回取り上げる贈賄の場合、次の①〜⑥の

	点です。本事例では以下のとおりとしました。

① 進出形態（駐在員事務所／海外支店／海外現地法人／海外現地

パートナー） → �か国すべて現地法人

② 取引先（官公庁／民間／両方） → �か国すべて両方

③ 各国以外の外国人公務員との接触機会の有無

→ �か国ともなし

④ 各国からの輸出の有無と輸出先

→ �か国とも自国向け販売のみ、輸出はなし

⑤ 販売形態における代理店、特約店などの仲介販売者の有無

→ �か国とも顧客への直接販売のみ、仲介販売者はなし

⑥ 進出先の国以外に企業グループが米国に海外子会社を所有し

ているか、また英国のどこかで事業の一部を行っているか

→ 贈賄に関して特に厳格な法規制のある米国、英国ともに拠

点を保有せず、事業進出していない

⑵ 第�段階──海外拠点が事業活動を行う際に国から受ける規

制内容の把握と項目別の分類

進出先東南アジア�か国および本社・支社のある日本における贈

賄禁止に関連した法令の規制内容を調査し、〔表�〕のように、項

目別に一覧表を作成します。この段階では各海外拠点の協力を仰ぎ、

また海外拠点の情報収集能力が十分でない場合には本社が代行した

り、または外部専門家の力を借りたりする必要があるかもしれませ

ん。なお、ここで取り上げた項目は「公務員への贈賄」「ファシリ

テーションペイメント（新興国等において行政サービスの迅速化・円

第�章 �階建て規範／ルール方式によるコンプライアンス活動
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滑化のためと称して比較的少額の金銭を行政担当官に支払う慣行を贈賄

の例外と扱う制度）の有無」「私人への贈賄」「外国公務員への贈賄」

「法人への贈賄防止策要求」の�項目としました。

ここで注意すべき点があります。項目別一覧表に掲載すべき範囲

は企業が受ける規制、法的に要求される事項のうち第�段階で確認

した事業活動の範囲に照らし合わせて適用されるものに限定し、絞

って構わない、ということです。たとえば、「法人」に対する規制、

法的に要求される項目は進出形態が駐在員事務所や海外支社であれ

ば通常は適用されない事項です。適用されない法律の条項までカバ

ーしていては、企業にとって無関係な項目までが含まれてしまいま

す。ただし、逆にいうと進出形態が変わったり、事業活動の内容が

変わると一覧表を改定する必要が出てきます。�項目の中でも「法

人の贈賄防止策要求」欄に注目が必要です。ここに記載した事項は

法的義務や要求事項ではないものが含まれているのですが、役員、

従業員が贈賄を行った場合の法人への責任度合、罰則に影響する可

能性がありますので欄を設けました。

本事例の現状でみると、第�段階②で取引先は官公庁と民間の両

方があるため、公務員と私人両方への贈賄に留意する必要がありま

す。

また第�段階③で外国人公務員との接触機会が海外拠点において

は存在しないことが確認できていますので、日本の本社・支社のみ

について「外国公務員への贈賄」に留意すればよいことになります。

さらに第�段階⑥で米国・英国いずれにも拠点がなく、事業を行

っていないならば、米国海外腐敗行為防止法（FCPA：Foreign

Corrupt Practices Act）、英国の贈収賄法（UKBA：Bribery Act）の

適用はありません。これら一部の国の法令は当該国以外での贈賄行

為に対して適用される、いわゆる「域外適用」のある法令ですので
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注意する必要があります。

⑶ 第�段階──国別の規制の範囲の広さ、規制の厳格さの評価

と点数化

ここでは、第�段階で行った項目別一覧表に基づいて、次の�つ

の要素を�段階評価で以下の基準で評価し、合計点を計算します。

なお、注意すべき点を追記します。

① 規制範囲が事業活動に与える影響の範囲の広さ

〔広い：�点／中程度：�点／狭い：�点／影響なし：
点〕

※ あくまで現時点で行っている事業活動に及ぼす影響の広さ

で評価します（将来の影響見込みについては考慮しません）。

② 規制内容が事業活動に与える影響の大きさ

〔甚大：�点／中程度：�点／限定的：�点／影響なし：
点〕

※ 事業活動に及ぼす規制内容や法令によって課される事項な

ど顕在化している影響の大きさのみで評価します（罰則の軽

重のように違反した場合に初めて影響が発生する潜在的な影響の

大きさは含みません）。第�段階、第�段階について日本と東

南アジア�か国の項目別規制内容と規制範囲が事業活動に与

える影響の範囲の広さ、規制内容が事業活動に与える影響の

大きさによる評価点数を国別一覧表にまとめました。

⑷ 第	段階──国別の規制レベルの総合評価

ここで取り上げた事例について、①公務員への贈賄 ②ファシリ

テーションペイメントの有無 ③私人への贈賄 ④外国公務員への

贈賄 ⑤法人への贈賄防止策要求について�項目に軽重をつけず単

純合計すると、〔表�〕のとおり日本18ポイント、マレーシア20ポ

イント、インドネシア19ポイント、ベトナム12ポイント、タイ18ポ

イント、フィリピン�ポイントという評価になりました。

このポイントは、贈賄に対する各国の規制の範囲の広さ、影響の

第�章 �階建て規範／ルール方式によるコンプライアンス活動
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