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複雑さが増すwithコロナ時代の 
リスクをいかに管理するか？
～「グローバルリスクとコンプライアンス  レポート2021」から見る対策の要諦～

An LSEG Business
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出所： リフィニティブ「グローバルリスクとコンプライアンス  レポート2021」

出口が見えないコロナ禍の中で、企業経営はまさに「薄氷を履むがごとし」という難しい状況が続いている。規模の 
大小を問わず、損失回復に向けた努力が続けられているのは言うまでもないことだ。

リフィニティブ　が独立系コンサルティング会社に委託して2021年3月に実施した調査をまとめた「グローバルリスクと
コンプライアンス  レポート2021*」によると、規制遵守や関連実務に精通または関与している管理職のうち73%が、「新
型コロナの影響で、収益化への非常に大きいプレッシャーにさらされている」と回答したことが分かった。

また、「新型コロナの影響によりKYC（顧客の本人確認）やデューデリジェンス・チェックの省略を余儀なくされていると 
考えている」とする回答は65%にのぼった。これら2つの結果からも、調査対象国である30カ国の企業がそれぞれ 
業績改善に向けて腐心している様子を窺い知ることができる。

一方、このような状況が続けば、企業内で「規制への対応や制裁回避のための行動が収益確保よりなおざりになりかね
ない状態が生まれる懸念」を増大させることになるかもしれない。少なくとも、そのリスクは高まっていると見る必要は 
あるだろう。

他方、国際的に「ビジネスと人権」の意識の高まりや、ESG投資の文脈でコンプライアンス・ガバナンス遵守への期待が 
ますます高まっていることは周知の通りだ。

では、こうした相反する潮流があるwithコロナの時代において、いかにして企業防衛を行いながら収益を確保していくか？  
今日の企業におけるリスク感度のあり様を改めて確認しながら、実効性のある実践可能な方法を考察する。
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コロナ禍にかかわらず、企業が抱えるリスクは本質的には変わっていない

まず、企業が今日「リスク」として認識しているものがコロナ禍以前と変わっているのか、整理しておこう。

リフィニティブ・ジャパンの執行役員 平塚マルセロは、企業が向き合うリスクの種類について、「基本的にはコロナ禍の 
前後で対応すべき内容が大きく変わったということはない」とし、次のように解説した。

「例えば、コロナ禍前後において、金融機関の最優先課題は『FATFによる第4次対日相互審査』の対応であった。今 
まで以上にマネロン対策を徹底していたし、結果が公表された今はさらにこの領域の規制対応を進めていくとの動きで
業界が一致している。一方、多くの事業会社にとってはサプライチェーン・マネジメントが最も重要な項目であり続けて
いる。特に、KYCやUBOチェック（最終的受益者の確認）のためのデューデリジェンスやスクリーニングに対しては、この
数年で熱心に取り組む企業が増えてきていた。この流れも引き続き維持されるものだと考えられる」。

そうした上で平塚は、「コロナ禍によってこれまで以上にリスク度合いが高まっているという意味では、サプライチェーン・
マネジメントの対象範囲に変化があったことが挙げられる。特にサードパーティ・リスクについては、委託先の再委託や
再々委託先が反社勢力に該当しないか、財務上の健全性が保たれているか、といったことがより重視されるようになった 
と伝わってくる。委託先から伸びるサプライチェーンにおいて、競合企業との“乗合い”や、そこから生じる情報漏洩リスク 
はないかといったことを具体的に想定する機運も高まっている」と指摘する。

サードパーティ・リスクの代表例としては、財務の不健全化によるビジネスの停止や、マネジメントが行き届かないサード
パーティが反社勢力やテロ組織と繋がっていることによってマネロンやテロ資金供与の問題に発展するといったことが
想定される。それに加え、サプライチェーンの細分化・重層化によって取引先が把握できなくなり、結果的に精巧な模造
品や模倣品が「正規の物品」として消費者の手元に届くリスクも見逃せない。

コロナ禍においては特に、調達の安定化を優先すべく、新たに取引先に加えた企業や既存の委託先の再委託先が 
増えるといった変化が起きた企業も少なくないだろう。それらに対してコントロールが効いていない状況は、模造品や
模倣品が入り込む隙になりかねない。さらに、そうした問題のある物品が製品の中に組み込まれ、「正規の商品」として
出回ることになった後、重大なインシデントが発生すれば、経営リスクにもなるだろう。この問題は「起きてみないとリスク 
が明らかにならない」という点が非常に厄介だ。

対策としてはやはりサードパーティのデューデリジェンスやスクリーニングが効果的だが、最も懸念すべきは、そのような 
リスクが想定できるにもかかわらず、半ば“急場しのぎ”で始まったテレワークの影響などによって、調査が「実施済で 
ある」とした割合が2019年（49%）より下落し、44%になっていることが前出のレポートで明らかになったことだ。リスク
の所在が明確でなければ対策の立てようもない、というわけである。
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金融犯罪やグリーン犯罪に対する理解がリスク判定を強化する

企業リスクの重要項目としてサードパーティ・リスクやそれから波及するマネロン、テロ資金供与のリスクを挙げたが、 
これらを包括した「金融犯罪」には、贈収賄や脱税のような“昔ながらの犯罪”のほか、現代奴隷労働や麻薬取引、 
人身売買といった人権侵害に関わる不正・腐敗行為などの犯罪による不正な資金の流れなども含まれる。

そして、新たに注意したいのが「グリーン犯罪」というカテゴリーだ。これは、環境を直接破壊するだけでなく、野生生物
を脅かし、事業サプライチェーンに影響を及ぼし、世界全体の安全や安定に脅威をもたらす違法行為を指す。具体的に
は、環境犯罪や野生生物の密輸、さらに環境汚染防止規制への違反も含まれる。これまでも個別の事案ごとに罰則や
規制の強化が図られてきたが、「グリーン犯罪」として注視されるようになったのは、法執行機関や規制当局、そして最近
ではテクノロジー産業からの注目が高まっていることが背景として考えられるだろう。

特に欧州連合（EU）ではこの運用が活発だ。第6次EUマネーロンダリング防止指令（6AMLD）において、 環境犯罪が
前提犯罪に追加されたほか、FATFは野生生物の違法取引の取り締まりを2020年の優先事項としている。また、環境
および人権デューデリジェンスの義務化に関するEU指令や現在立法手続き中の「コーポレート・デューデリジェンス法令
（独）」では厳格な執行罰が定められ、サードパーティに対する継続的なデューデリジェンスを義務付けるなど、実務レベル 
に関わる事柄にも活発な動きが出ている。

こうした内容はESGとオーバーラップする部分が大きい。調査レポートの回答企業の43%が、「新型コロナをきっかけに
ESGの重要性が増した」としていることからも、新型コロナによりグリーン犯罪やESGリスクへの対応の必要性が高まって 
いることが分かるだろう。また、鉱物資源や木材のように調達の過程でグリーン犯罪が起こり、その売買の過程で金融
犯罪が起こるといった複合的な犯罪に巻き込まれるケースも想定できる。こうしたことは、市場の反応ももちろんだが、
一般消費者に与えるレピュテーション・リスクが極めて大きい。海外進出の有無に関わらず、等しくリスクは存在している
ことを想像した対応が求められていると言えるだろう。

ただ、日本企業が前述のようなESGリスクやグリーン犯罪に対して警戒感を高める必要に迫られる場面は、欧米企業に
比べると現状はまだそれほど多くないと言えそうだ。

これについて、リフィニティブのプロポジションセールス・スペシャリストである須江哲次は、「日本企業の中でも国内でビジ
ネスを完結している企業の場合、取引先が固定化されていることが多く、各種制裁リスクなどの問題への対策がそれほど 
喫緊の課題ではない、と考えたり、ほかのリスクの優先度を上げたりするケースが少なくない。『グリーン犯罪のリスクは
承知しているが、対岸の火事である』という受け止めになっていると推察される」と述べた。

一方で、「海外に拠点を持つ、あるいは、海外との取引割合が大きい企業ほどグリーン犯罪へのリスク感度が高い傾向
がある。そうした企業の中でも、具体的な施策まで行えているかは千差万別だが、『ビジネスを推進する必要はあるが、
制裁対象やそれと疑われる企業との取引を排除する方が優先される』との議論から、デューデリジェンスやスクリーニング 
が迅速に行える体制を整えた国内の先進企業も出てきた」とした。

グリーン犯罪の抑止や対策については、よりその取り組みを後押しする要素として、近年用いられるようになっている 
ブロックチェーンなどのデジタル・テクノロジーや5Gの実用化の動きにも配慮しておきたいところだ。膨大な量のデータを 
瞬間的に解析処理することが可能になったことで、高い透明性を担保できるようになりつつある。そのため、企業にとって
「技術的にリスク回避は不可能だ」という言い訳ができない状態に近づきつつあることを十分に理解しておくべきだろう。
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オペレーショナルリスクに関する認識を刷新する必要も

前述の通り、コロナ禍で高まっているリスクの内容は、これまで認識されてきたリスクの延長線上にあると言える。しかし、
平塚によると、「リスクの再定義や対策の再考が求められる部分は少なくない」とのことだ。

どういうことか？

「コロナ禍によって、海外ではロックダウンが実施され、日本でも出社制限とテレワークが強く推奨された。このことに
よって『オフィスに入れない。社内システムが利用できない』といった状況が起きることが実体験として理解されたはず
だ。このような、何らかの問題で業務遂行ができないことで起きる幅広いリスクを『オペレーショナル・リスク』と呼ぶが、
日本企業は自然災害を前提としたBCPの策定はしているものの、今回のような未知の感染症の発生と拡大は想定外
だったと見られる。コロナ禍を教訓に、オペレーショナル・リスクの想定範囲を広げる必要があるだろう。もちろん、コロナ
禍で分かった通り、想定すべき内容が多岐にわたるため、刷新は容易ではない。だが、これを見直さなければ、厳格な
コンプライアンスの実践や安定的なビジネスの推進はもちろん、今後の企業経営全体に影響が及ぶと考えられる」と、 
強調した。

平塚の指摘は、実務サイドというより経営サイドが対応すべき事柄のように感じられるかもしれない。しかし、例えば 
テレワーク期間中に執務環境を改善するために何らかのソリューションを導入するとなった時、稟議等のワークフローを
オフィス以外の場所で行おうとするといくつものハードルに直面して結局は出社した、というケースはあったと聞く。そう
考えると、決して「経営計画の一環にとどまるものではない」と分かる。

こうしたケースを取り上げて、平塚は、「今後、日本企業の中でも仕組みが固定化された企業と、柔軟にテクノロジーを
利活用するなどして物事を変えられる新興企業の間で二極化が進むと見ている。これまで『商習慣』として続いてきた
ことを見直し、変えられるかどうかが今後の企業の持続性に大きく関わってくるだろう。状況に合わせて業務の目的を
果たすために変化できる企業は強い」との見通しを示した。

このことは、コンプライアンスの現場でも肌感覚として理解されつつあるようだ。

冒頭で示したレポートによると、「不正検知にテクノロジーを利用している、あるいは今後利用予定である」と答えた 
割合は86%に上り、「革新的なデジタル技術が金融犯罪の特定に役立っている」とする割合も86%になった。これは、
デジタル、あるいはテクノロジーフレンドリーであることがリスク管理においても有効であることを示唆する結果だと言える。
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43%

KYC による顧客の身元確認

KYC による顧客データの確認

取引モニタリング

リスク・スクリーニング

制裁スクリーニング

金融不正

金融犯罪リスク

サプライヤー関係など

資金源

実質的支配者の状況

高度なデューデリジェンス

サイバー犯罪

グリーン犯罪

現在テクノロジー対応あり 今後テクノロジー対応を検討 関心がない
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母数 = 30カ国の大企業で規制遵守や関連実務に精通または関与している管理職2,920名。 

次のうち、貴社で金融犯罪を防止するテクノロジーが必要だと考えられるのはどの分野ですか？ 

金融犯罪を防止するテクノロジー

出所： リフィニティブ「グローバルリスクとコンプライアンス  レポート2021」

ビジネスを止めずにコンプライアンスの実践を行うために

前述の通り、テクノロジーの導入はリスク管理の将来像にプラスとなる可能性が考えられる。一方、一部の企業や部門・
部署にとっては「余計なもの」と認識される懸念も出てきている。

その一例が、コロナ禍をきっかけに起きているサプライチェーンの大規模再編において、相手先企業をデューデリジェンス 
やスクリーニングした際に、「過去には明らかにできなかった事柄が分かるようになったことで、取引開始への懸念材料
が増えることになってしまった」というビジネスサイドからの不満の声だ。

収益拡大や新規市場開拓、市場シェアの拡大や利益拡大に対するプレッシャーが高まる中、情報が明らかに“なりすぎ
ること”が「ビジネスの足枷になる」と考える意見も、彼らの立場を鑑みれば理解できないものではない。
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しかし、「グローバルリスクとコンプライアンス  レポート2021」を見ると、「KYC/コンプライアンスにおいてテクノロジーを 
利用している」とした回答者の91%が「今後12カ月間で金融犯罪の検知・抑止を向上することを目指している」とある。
この結果は、現場でのコンプライアンス遵守のためのテクノロジー活用は進みつつあることを示していると考えられる。

そうなれば、解決すべき課題は、「いかにビジネスサイドの負担にならないコンプライアンスの実践の体制を実現するか？」
ということになるはずだ。

この点について、先進企業のケースを引き合いに出し、「（ある企業では）経営企画や法務・コンプライアンス部門よりも
顧客や取引先と直接の接点を持つ調達部門や営業部門である『リスク対応の第一線』が自らの手でデューデリジェンス
やスクリーニングを行えるようにし、判断に迷う場合に第二線となる法務部門にエスカレーションするような体制づくりを
している。その前提で、第一線の従業員らが自分達でデューデリジェンスやスクリーニングを行えるソリューションを法務
部門が選定・導入していた」と、須江。

その際に選定基準として上がったのが、情報を照会する際に必要となる入力項目の少なさやレスポンスの速さ、ほか、 
ビジネスを止めず正しい情報を照会できるようなソリューションであることだったという。

実際に業務の一環として組み込まれた時、事実関係等の照会に手間や時間がかかるようではビジネスサイドの人々に
とって『厄介者』とみなされ、ビジネス優先でコンプライアンスをおろそかにするよう振る舞うといった『隠れリスク』の 
温床になってしまう。それを回避するためにも、簡便で意味のあるソリューションを選びたい、という意図は実践的であり
現実的だと感じるだろう。

そのデータベースやソリューションの正当性やファクトチェックは誰が行なうか？
前述の通り、利用可能なテクノロジーの導入によって、企業が抱えるリスクを低減したり、中長期的な企業防衛を実践 
する可能性は広がりそうだ。しかし、企業にとってソリューション選びのポイントは、「現場が使いやすいかどうか」だけ
に限らない。制裁対象となる反社勢力や海外PEPsなど、取引時に判断を必要とする相手先かどうかを見極めるために
照会するデータベースについて、正当性・速報性・更新性・網羅性の見極めは欠かせないものだ。

また、社内には、「インターネット上の情報ソースを活用すれば、コストをかけずにデューデリジェンスやスクリーニングが
できるのではないか？」との意見にも明確に答える必要がある。これについて、須江は次のように述べた。

「確かにインターネット上には膨大な情報がある。しかし、その中には“グレーな情報”やフェイクニュースなども混ざって
おり、この真偽を確かめることは決して容易ではない。確認にかかる時間やコスト、担当者の選定や確認方法の確立な
どを考えると、そうした情報が混ざっていない、説明可能な一定の基準に則って収集・整備されたデータベースの価値に
気がつくはずだ」。

また、近年では米中対立の影響や経済安全保障などのつながりから、「精度の高い中国関連の情報がしっかりと備わって 
いるか」も、大きなポイントになるだろう。

「ローデータそのものにも価値はあるが、利用可能かと言われれば難点がある。正しく分類されたデータベースはビジ 
ネスを安心して進める上で極めて有用なものだ」と、前出の平塚も考えを述べた。
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安定したビジネスをするためにすべきこと
2020年以降、コロナ禍はビジネスのあり方を変化させる強力なファクターになった。しかし、本稿で整理した通り、リスク 
の内容自体はそれほど大きく変化しているわけではない。そのため、コンプライアンスの実践やリスク対応について、 
「従来の方針を踏襲・強化すればいい」との意見は、ある側面では正しいと言える。一方で、コロナ禍によってワーク 
フローを変える必要性は急激に高まった。こちらは、現在の経営陣にとっては想定外だったはずだ。

平塚が述べた通り、「柔軟にテクノロジーを利活用するなどして物事を変えられる新興企業」のように変化の波に乗って
いち早く時代に合わせることができた企業ももちろんあるだろうが、特に実務におけるリスク対応に関して言うと、「従来
の方針を踏襲・強化しつつ、現在に合ったワークフローを再構築しなければならない」という“複合的な解決方法”を 
検討・実行するまでに至っていない企業も少なくないとみられる。

そうなると、おそらく2022年のリスク対応やコンプライアンス実践の領域では、前述の“複合的な解決策”の一助になる
「コンプライアンス実務のデジタルシフト」がひとつのキーワードになると考えられそうだ。自社の体制がコロナ禍によって
変化した“今”という時代にふさわしいものなのか改めて確認し、「テクノロジーは全てを解決してくれる魔法の杖では 
ないが、転ばぬ先の杖にはなる」という評価のもと、次の振る舞いができるかどうか、経営者らは問われている、という 
ことだ。その決定は、withコロナ時代における安定したビジネスの実現はもとより、ポストコロナ時代におけるビジネス
の持続可能性を左右することにもつながっていくだろう。

*「グローバルリスクとコンプライアンス  レポート2021」について

本レポートは、独立系コンサルティング会社に委託して、2021年3月にオンラインで調査を実施し、大企業で規制遵守
や関連実務に精通または関与している管理職2,920名から得た回答に基づいて作成された、「Global Risk And 
Compliance Report 2021」の日本語翻訳版です。レポートは下記のURLよりダウンロードできます。

https://www.refinitiv.com/ja/resources/special-report/global-risk-and-compliance-report

https://www.refinitiv.com/ja/resources/special-report/global-risk-and-compliance-report
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