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法務・コンプライアンスリスク管理
支援サービスとは?
グローバル化の進展、AIやIoT等の著しい技術革新等の環境変化に伴い、企業を取り巻く法務・コンプライアン
スリスクは質的・量的に大きく変化し続けています。
KPMGは、多様な支援実績・バックグラウンドを有するチームを核とし、世界150ヵ国以上にわたるKPMGの
グローバルネットワークの活用、弁護士等の外部専門家とのコラボレーションにより、企業の法務・コンプラ
イアンス対応の全体最適化、ひいては企業の健全かつ持続的な発展を支援します。

グローバルでの事業展開にあ
たり、法規制リスク対応を最
適化するために、求められる
取組み・体制構築をグローバ
ルナレッジやデジタルツール
の活用等により支援します。

グローバル法規制アラート

契約審査・管理デジタル化

グローバル内部通報構築

グループ法務コンプラ体制高度化

中長期計画策定／成熟度診断

企業の存続を揺るがす法規制
リスクの顕在化（または懸
念）につき、危機対応はもち
ろん、事前の備えから実効性
ある再発防止策の策定・実施
までトータルに支援します。

コンプライアンス事案初動対応

コンプライアンス事案対応PMO※

再発防止策策定・実施

クライシスマニュアル策定

クライシス対応シミュレーション

法規制リスクに関する課題の
可視化
経営層に対し、法規制リスクに
関する体制・運用上の課題を可
視化します。

課題対応の効率化
事業の実情を踏まえて、課題の
優先順位付けを行い、効率的な
課題対応のロードマップを構築
します。

事業活動の適正化・効率化
メリハリのある課題対応を進め、
事業活動の適正化・効率化を
実現します。

テーマ例

01

企業経営に甚大な影響をも
たらすグローバル規模での
法規制リスクの未然予防・
事前の備えにかかる個別対
応を適切にリード・支援し
ます。

贈収賄対応

カルテル対応

品質コンプライアンス対応

情報管理規制対応

サプライチェーン規制対応

グローバルコンプライアンス
リスク対応支援

テクノロジー等による法務体制
トランスフォーメーション支援

コンプライアンス
クライシスマネジメント支援

グローバルコンプライアンスリスク対応支援

01 贈収賄・カルテル関連規制に加え、国内外の事業展開上の重要な法規制リスクへの対応に関しても、業務プロセス
整備や規程・マニュアル類の作成、研修実施、モニタリング支援等、企業のニーズに応じて、幅広く支援します。

 贈収賄（FCPA、UK Bribery Act等）

 カルテル（独禁法・米国反トラスト法等）

 情報管理（営業秘密、個人情報）

 サプライチェーン

 貿易管理

 表示（景品表示法・不正競争防止法等）

 知的財産権（特許権・著作権等）

 先進技術に伴うリスク（AI・IoT等）

 労務管理

※PMO：Project Management officeの略称であり、
プロジェクト管理を行う組織を指す。



© 2019 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the Japan Company Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

02
テクノロジー等による
法務体制トランスフォーメーション支援
AI・RPAなどの新規テクノロジーを活用し、法務・コンプライアンス機能にかかる体制や業務プロセス
の整備を包括的に支援し、企業価値の向上に寄与します。

戦略的法務機能の強化
経営目標・事業ステージに沿っ
た体制構築を支援し、経営によ
る意思決定を効果的にサポート
する、戦略的法務機能を実現し
ます。

グローバルでの全体最適化
グローバルでの内部通報や契約
審査・管理等の業務プロセス整
備、それを支える体制の構築を
法務・コンプライアンスの領域
のみにとらわれない全体最適の
観点から支援します。

コンプライアンスクライシスマネジメント支援

03 贈収賄規制やカルテル等の法規制違反や品質・検査偽装のような、企業の存続を揺るがす法規制リスク
の顕在化（または懸念）について、弁護士や危機広報等の各種専門家と連携し、危機対応はもちろん、
事前の備えから実効性ある再発防止策の策定・実施までトータルに支援します。

プロフェッショナルチームの
スピード編成
KPMGを中心に、危機対応に
定評のある弁護士、フォレン
ジック専門家等によるチーム
を迅速に組成し、運営を支援
します。

有事を見据えた平時の備え
危機対応実績を活用し、さら
に最新の各国当局の動向等も
踏まえ、課徴金・制裁金等を
始めとするダメージの最小化
を可能とする事前準備を支援
します。

再発防止策の実効性の確保
再発防止に向けた課題整理・
真因把握を行い、リカバリー
の円滑化・実効性確保を実現
することにより、企業価値
回復を後押しします。

法務・コンプライアンス体制の
高度化・効率化
AI・RPAなどの新規テクノロ
ジーの導入やKPI設定などの管
理手法の見直しを通じて、法務
コンプライアンス関連業務を高
度化・効率化します。

コンプライアンスクライシスマネジメントの一連の流れ

テクノロジーを活用したコンプライアンス経営の強化

法規制、
遵守すべき事項、
コントロールに
関するセントラル
リポジトリの構築

コンプライ
アンステス
トの自動化

規制変更の
監視

規制変更の監視 規制データの管理とマッピング テストの自動化

会社に
及ぼす
影響の特定

重要な
規制変更の
エスカレー
ション

ビジネスと
規制の
マッピング

遵守すべき
事項とリスク・
コントロールの
マッピング

遵守すべき
事項と規程・
手続のマッピング

AI・RPAの活用が可能な領域

規制変更と
マッピングの
モニタリング

遵守すべき
事項の整理

規程・手続、
コントロール
の更新

コントロール
のテスト
プラン立案

脆弱性・
ギャップの
特定

コントロール
の実効性の
評価

自動化に向
けたテスト
スクリプト
の準備

脆弱性・
ギャップへの
対応策立案

テストの
実施と結
果の報告

ケース
管理
システム

-課題管理、
例外管理

AI・RPAを用いたコンプライアンス体制の中央集権化

規制変更の
把握

統合された
情報システム
によるプロセ
スマッピング
の自動化
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1

国・地域や事業特性の違いごとに
存在する様々な法規制

当局規制 取引所規制データ規制申請・届出

事
前

危
機
発
生

事
後

クライシスマニュアル策定、シミュレーション実施
危機発生時に生じる当局対応やメディア対応をはじめと
する未経験かつ困難な業務につき、抜け漏れなく円滑に
対応するためのマニュアル策定・シミュレーション実施
を支援します。

初動対応、プロジェクトマネジメント支援
初動対応の遅延・誤謬等によるダメージの拡大を防ぎ、
さらにダメージの最小化を図るべく、国内外の弁護士や
危機広報・フォレンジック専門家等と連携してプロジェ
クトチームを組成し、難度の高い危機対応を支援します。

再発防止策の策定・実施支援
社外ステークホルダーに対する説明責任の充足はもとよ
り、真因分析を行うことにより、同一原因から発生しう
る他の危機の発生リスクの低減にも資する再発防止策の
策定・実施を支援し、企業価値の回復を後押しします。
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