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内部調査：効果的な予算作成の鍵
（注： 本コメンタリーは 2014 年 4 月公表の英語版 Internal Investigations: Keys to Preparing an Effective Budget の日本語
訳である。）

近年、ホワイトカラー犯罪に対して政府機関が訴

本コメンタリーにおいては、内部犯罪調査におい

追する事件が増加している。このような訴追事件は

て通常発生する費用の類型について要約し、また特

多くの業種や国々にわたって増加傾向が見られ、例

定の調査活動に関する予算作成の方法について指針

えば、非常に重い刑罰が科される可能性のある法令

を示している。各予算はその内容や評価によって必

（海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices

然的に異なってくるが、下記に示す特徴は、ほぼ全

Act）及び虚偽請求取締法（False Claims Act）を含

ての内部調査における予算作成に共通したものとい

む）違反の疑いに対する調査なども増加している。

えるi。本コメンタリーの末尾には、効果的かつ効率

同様の傾向は世界規模で見られ、多くの国際的な規

的な調査予算の作成の際に検討すべき問題及び業務

制機関は、各国の現地ビジネスのみならず、国際的

の「チェックリスト」を記載している。

に事業を行っている米国の組織にも注目している。
またこれと同時に、不正行為が行われている可能性

概略

についての証拠又はその主張が浮上した場合に（政
府機関による関連調査が進行中であるか又は予想さ

調査の主要な目的を損なうことなく費用を管理す

れているか否かは問わない）、事実それ自体を認定

るために、企業及びその顧問弁護士は、調査開始時

し、関連する法的、経済的、及び評判上のリスクを

に、入手しうる限りの情報に基づき、費用に影響す

評価するための内部調査への組織の依存度は次第に

る要因について適切な予測を行い、全体の作業計画

高くなってきている。しかしながら、多くの時間を

を構成するとみられる特定の業務について合理的か

要し、多国間にわたり、かつ法人や個人に重大な刑

つ現実的な費用の予測を割り振ることで、予算作成

事罰や多大な民事上の責任を負わせる可能性のある

の検討をすることができる。予算作成には少なくと

行為に関する調査の場合には特に、調査費用が即座

もある程度の予測が含まれるため、あらゆる場面に

に莫大な額に上ってしまう可能性がある。

おいて適切とはいえないものの、企業は、調査手続
を予測不可能又は不安定なものにすら見せることも
ある調査手続に固有の特定の変化要因（例：範囲、
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（日本語訳）

タイミング、リソースなど）を理解する上で予算作

し上げる可能性があることについては注意が必要で

成が有用であることにしばしば気付かされる。また、

ある。

予算作成はクライアント特有の目標を理解する上で、
弁護士とクライアント間のコミュニケーションを促
進する。

一度作成された後も、予算は調査過程を通じて定
期的に見直しをするべきである。こうすることで、
実際の調査活動及び予期せぬ調査経過iiに基づき、当
初の予測及び業務を基礎とした作成された予算額
（及びその総額）を適時に再評価・修正することが
可能になる。

文書のレビュー
調査の性質によっては、収集されたデータやハード
コピー文書のレビュー及び分析の費用が、予算の大
きな部分を占める可能性もある。ここでは、(i)様々
な段階のレビューを行うために内部の人員、顧問弁
護士又は契約弁護士のいずれを使用するのか、及び
(ii)レビューには外国語の壁があり、外国語のでき
るレビュアーや翻訳者を要するものであるのか等を
検討する。多くの場合、契約弁護士を用いて第一段

範囲及び計画設定

階のレビューを行い、また管理者を慎重に選定した

実効的な内部調査の予算は、調査の範囲及び目的の

上で目的語、データ範囲及びプレディクティブ（予

評価のための費用、並びにこれらの目的を達成する

測）・コーディングを適切に使用してデータ母集団

ための作業計画作成の費用から成る。背景情報の収

を狭めることにより、費用を抑えることができる。

集、調査すべき法的問題の特定、及び範囲や目標の
確定といった事前の活動に費やされた時間は、調査

証人のインタビュー

－及び予算－を当初から最適な規模に設定するため
に不可欠といえる。予算と同様に、必要があれば、
調査の進行に応じて作業計画も定期的に評価され修
正されなければならない。

データ保護及び収集
電子メールやテキストメッセージ等の電子的なコ
ミュニケーションが全盛の今日、関連するデータの
特定、保護及び優先順位付けの費用が内部調査予算
の主要な部分を占めることが多い。とりわけ、予算
には、書類保存の命令及び監視（適用ある場合）、
並び初期段階及び進行中の収集活動、管理及び保管
の費用を織り込んでおくべきである。多くの場合、
データ収集及び保護作業の実施には外部ベンダーを
使用することが望ましい。海外における国際的なプ
ライバシーや国家秘密に関連する法律の分析及び運
用は、関連費用を（場合によっては膨大な額に）押

証人のインタビューはほぼ全ての調査において事実
抽出のために不可欠であり、実効的な予算にはイン
タビューの準備、参加及び記録の費用が含まれる。
「スコーピング」インタビューとは、通常初期段階
で発生するもので、証人自身の知識の性質及びその
程度に加えて、関連情報の情報源とその保管場所を
発見することを主に意図したものである。これらの
インタビューは、通常の場合は、「実体的」インタ
ビューよりも準備の負担が少なくなる。実体的イン
タビューはより多くの集中的な準備を要するものの、
調査の対象となっている行為の包括的な理解を深め
るためには不可欠であることが多い。予算は、(i)ス
コーピング・インタビュー及び実体的インタビュー
の予定回数及び(ii)準備、出席及び記録のために費
やされると予想される合計時間を反映したものでな
ければならない。この情報は、個別のレート及び報
酬の情報、並びに出張費用とともに、インタビュー
関連費用の誠実な予測を可能とする。

（日本語訳）

フォレンジック会計によるサポート及
び対象事項の専門家

調査チームにより(i)処分を受けた従業員に対する懲
罰又はかかる従業員との訴訟に関して費やす時間及
び(ii)個々の取締役、役員及び従業員の弁護士と協

予算には、調査に関与する他の専門家や特定の事
項の専門家（フォレンジック会計士、コンピュータ

働して業務を行う時間等により構成されると考えら
れる。

ー・フォレンジック専門家等）について発生する可
能性のある費用が含まれなければならない。フォレ
ンジック会計士は、問題のある可能性がある取引と

クロスボーダーの場合の検討

それに伴う会計処理の特定及び関連する内部統制の
レビューを支援する。コンピューター・フォレンジ

内部調査が複数の法域で行われる場合、予算作成

ック専門家は、大量のデータを収集・保管しコンピ

の際には、現地の法律を遵守した上で、収集された

ューターデータとシステムの分析を行う際にとりわ

あらゆる証拠を組織が適切に信頼できるような方法

け有用である。フォレンジック会計士及び特定の事

で、調査が効率的に行われるようにするために必要

項の専門家に対しては、調査チームの他のメンバー

な特定の費用を必ず考慮に入れなければならない。

と協議して、調査全体の予算の作成に用いられたも

もう一つの鍵となる検討事項は、収集された証拠が、

のと同一の基準及びアプローチに整合する自らの予

現地法の許す最大限度まで開示から保護され得るか

算を作成するよう依頼すべきである。iii

否かという点である。

報告書及び勧告書
報告書及び勧告書を作成し、鍵となる利害関係者
（外部監査人及びその他の外部弁護士（例：会社の
証券開示に関する弁護士及び個々の従業員の顧問弁
護士）を含む）と面会することは、内部調査の遂行
の上で重要な要素であることが多く、その関連費用
は実効的な予算の一部である。この点において、報
告の頻度及び性質、予定されるワークプロダクトの
作成時期及びそのリソース、並びに将来における報
告後のフォローアップ項目（可能性のある自己開示
の検討及び実行を含む）等を考慮する必要がある。

改善措置及び人事に関する事項

このような状況においての予算作成は、通常、以
下のような事項が検討される。(i)外部弁護士の関与、
(ii)調査手続において（労働組合又は労使協議会な
どの）従業員代表者との取決めを要求する現地法の
有無、(iii)調査の行われている法域から米国等の他
の地域へのデータ加工及び転送の制限、及び(iv)特
定の法域における調査手続に影響を及ぼす可能性の
ある特定の現地法。例えば、特定の法域（例：中
国）における国家機密保護法の遵守及びヨーロッパ
におけるデータプライバシー規制の厳格化の傾向は、
クロスボーダー調査の実効的な予算作成に影響を与
える可能性がある。

費用を抑えるためのヒント

調査チームが関与を期待される限りにおいて、予

終始注意深く管理されていれば、内部調査は、相

算には、未発覚の不正行為の発見、分析及びそれに

当に大規模かつ長期化していても、金食い虫へと転

関連する改善措置の遂行（会社の倫理・コンプライ

じることはない。それどころか、直接調査を管理す

アンスプログラムの強化を含む）費用が含まれなけ

る内部人員は、いくつかの基本的な段階をふむこと

ればならない。さらに、人事関連費用もまた予算に

で、調査手続に対する適切な規律を浸透させること

含めておく必要がある。これらの予算は、例えば、

（日本語訳）

ができ、組織全体として、予算策定についての確実



性を合理的に予測することが可能となる。

第一段階の ESI レビューについて、（適切な訓
練と監督を受けている）契約弁護士の使用を検
討する。

外部弁護士、フォレンジック会計士、及びコンピ



ューターフォレンジック専門家等の外部専門家が調
査を担当することの潜在的なメリットとデメリット

定期的な予算の報告書（例：予算に対して実際
に費やされた時間はどのくらいか）を取得する。



調査の範囲及び調査を停止する時期（例：必ず

を検討するべきである。十分に能力のある内部人員

しも法又は行為規範の違反の可能性を示唆する

が利用できれば、場合によっては、上記の外部専門

主張の全てが調査の時間と労力をかけるに値す

家の一部又は全部の使用を差し控えることにより費

るとは限らないため、関連する可能性のある出

用を削減できる。しかしながら、刑事事件に関する

来事又は取引のレビューの代わりに、「サンプ

内部調査のための予算作成の際には、費用削減のみ

リング」アプローチの実行で十分なことが多

を基準として方針を決定するべきではない。調査の

い。）について頻繁に（再）評価する。

対象となっている問題の性質及び範囲、外部専門家



情報フローの必要性と関連費用の比較衡量をし

の作成した独立したワークプロダクトのメリット及

て、インタビュー及び調査による事実認定又は

び弁護士・依頼者間の秘匿特権に関する問題点も慎

観察の実質的な定期報告の性質と範囲を検討す

重に評価して分析する必要がある。iv

る。






費用の観点vから実質的な最終報告について他の

請求可能な（又は不可能な）時間・費用及び項

選択肢を検討する（例：より高額な典型的な説

目を外部専門家が記録する方法について特に規

明形式の報告書に代わる説明形式のサマリー又

定する明確な請求基準を作成し実施する。

はパワーポイント資料）。

フェーズごとの調査―各フェーズの着手時に優
先順位及び重要な業務を識別し、ひとつのフェ
ーズから得た知識がそれに続くフェーズの計画

予算のチェックリスト

及び予算作成の際に検討されるようにする。


場所を確認し、誤った手がかりであると容易に
識別できるにもかかわらず間違って追跡してし
まうことを防ぐために、スコーピング・インタ
ビューを早期に行う。


要約すれば、コンプライアンス違反の疑いについ

関連する可能性のある文書、データ及び証人の

電磁的に保管された情報（「ESI」）の収集・
レビュー及び証人のインタビューに優先順位を
置き、可能であれば、追加の ESI を収集しレビ

て、その真相を解明するのみならず、この真相解明
のプロセスが信頼のおける、費用効率の良い方法で
行われることを保証することが組織にとって重要で
あるといえる。上記のヒントと並んで、下記の項目
に関する予算も、これらの目標達成の手助けとなる
であろう。
範囲及び計画設定

ューするか否かについての決定が随時行われ、
不要な ESI 作業が回避できるよう、レビューを



を含む）

調整する。


ESI レビューについては的を絞った検索語を用
い、「プレディクティブ・コーディング」を提

最初の事実収集（スコーピング・インタビュー



法的調査



作業計画書の作成

供しているデータベース業者の使用を検討する。
データ保護及び収集

（日本語訳）



書類保存



ESI、ハードドライブ、モバイルデバイス及び
サーバの取得



ハードコピー文書のコピー



データアーカイブ

対象事項の専門家


フォレンジック会計士



コンピューター・フォレンジック専門家



対象業界の専門家

依頼者及びその他の利害関係者への報告
文書レビュー



第一段階及び第二段階のレビュー



トレーニング及びモニタリング



レビューのプラットフォーム



外国語のできるレビュアー



翻訳

証人のインタビュー


準備及びフォローアップ



外国語の通訳



旅費

依頼者・その他の利害関係者（外部監査役を含
む）に対する分析及び報告



政府機関の開示の可能性の分析

改善措置


コンプライアンスプログラム及びトレーニング



人事異動

人事に関する事項


職員のための個別又は共同の弁護士



将来的な従業員の解雇についての交渉及び並行
訴訟
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i

代替的な報酬に関する合意（例：定額報酬又は「成
功」報酬）は、内部調査の文脈においては最大限の
注意を払って評価されなければならない。事実収集
の手続における手抜きを誘発したり、その他調査の
真実発見という根本的な目的から外れるインセンテ
ィブを生み出すと合理的に見なすことができる場合
には、一般的に回避すべきである。
ii

弁護士・依頼者間の秘匿特権及びワーク・プロダク
トの法理に基づく保護を保証するため、調査は会社
の法務チーム又は外部弁護士によって行われなけれ
ばならず、また調査の予算及び証拠となる資料には、
訴訟の可能性を予想して作成されたものであること、
及び調査の目的は法的サービスとアドバイスの提供
であることを明示しなければならない。弁護士でな
い者により又は通常の業務過程において行われる調
査のために作成された予算は、法的アドバイスを目
的としたものであるか否かを問わず、弁護士・依頼
者間の秘匿特権及びワーク・プロダクトの法理によ
っては保護されない。

iii

弁護士・依頼者間の秘匿特権で保護される調査に
おいて、外部専門家の使用はこの特権を維持するよ
うになされるべきである。
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事務所の任意裁量に属します）、他の出版物又は法的手続きにおいて引用し、又は参照することはできません。当事務所の出版物について転載の許
可を希望される場合は、当事務所のウェブサイト（www.jonesday.com）にある“Ｃontact Us”の箇所にある所定のフォームをご利用下さい。本書
の郵送その他の送信は、弁護士と依頼者との関係を構築することを意図するものではなく、また本書の受信により、そのような弁護士と依頼者との
関係が形成されるものではありません。本書に記載された意見は、執筆者の個人的な見解を示すものであり、当事務所の見解を反映したものではあ
りません。

