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金融検査マニュアルの廃止に関する本講座の基本的な考え方

　すでに金融庁より公表されておりますとおり、預金等受入金融機関に係る検査マニュアル、
保険会社に係る検査マニュアル等（これらをまとめて「金融検査マニュアル」という）は、
2019年12月18日に廃止されました。しかし、廃止に先立ち、金融検査マニュアルに代わ
る検査・監督の基本方針として公表された「金融検査・監督の考え方と進め方（検査・監
督基本方針）」（平成 30 年６月）等は、検査マニュアルの廃止について、「現状の実務を出
発点により良い実務に向けた創意工夫を進めやすくするためのもの」とし、「これまでに定
着した金融機関の実務を否定するものではない」ことを明確に述べております。
　私どもは、金融検査マニュアル廃止後においても、「検査マニュアル」の基本的な考え方、
管理態勢の種類や枠組み、各チェック項目は、金融機関の内部管理態勢整備や内部監査の
視点として、依然重要であると考えております。こうした考え方を踏まえ、本講座におい
ても、「金融検査マニュアル」に関する記述を引き続き利用しております。この旨をご理解
いただきますようお願い申し上げます。
※　廃止の決定に伴い、１・２分冊と表現を一部変更しました。

本テキストの記載内容は、原則として、2019年10月31日時
点で公表済みの情報に基づいています。
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　平成10年、金融監督庁（現在の金融庁）から「金融検査マニュアル」が公表され、金

融検査の柱として法令等遵守（コンプライアンス）態勢の整備状況の検証が掲げられまし

た。これを契機として、「コンプライアンス」という概念はわが国金融業界に広く浸透し

ました。現在では、保険会社を含む多くの金融機関が経営方針の一つとして「コンプライ

アンス」をあげています。

　しかし、コンプライアンスを単に法令に違反しないこと、企業不祥事を起こさないこと、

行政処分を受けないことといった意味で理解していると、その本当の意味を見失うことに

なります。まずは、コンプライアンスの本質的な意義を理解することが極めて重要です。

1 法令等遵守とコンプライアンス

1 法令遵守の限界とコンプライアンスの意味

　わが国では、コンプライアンスは、一般に「法令遵守（順守）」と呼ばれています。英

語のコンプライアンスという単語は「～を守ること、～に従うこと」を意味しますが、そ

れだけでは実質的な意味を持ちません。そこで前述のコンプライアンスを法令遵守とする

見解は、守るべき対象を法令にしたものと言えるでしょう。しかし、そのように理解する

とおかしなことになります。もともと法律を守ることは、今も昔も当然の義務です。なぜ

第1節 コンプライアンス
とは

・�コンプライアンスとは、単に法令を遵守するという
意味ではなく、社会からの期待や信頼を踏まえ、各
企業が確立した倫理規範を浸透・定着させること（ま
たは、その取組み）をいう。
・�保険業務の高い公共性から、保険会社は、一般企業
と比べても高度なコンプライアンスの取組みが求め
られる。

POINT
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第❶章　コンプライアンス経営の本質と意義

コンプライアンスという外来語を使ってまで法律を守ることを強調しなければならないの

か、理由がわかりません。

　また、日々の企業活動では、法律を読んだだけでは意味が明確でないものや、解釈がわ

かれる法律の「グレーゾーン」に直面します。コンプライアンスを法令遵守と理解してい

ると、そのようなグレーゾーンに直面したとき、正しい判断ができなくなってしまうのです。

　さらに、法令遵守とは法律に違反しないことだから、法律に反しなければ何をしてもよ

いとか、法律の「抜け穴」をいかに見つけるかといった誤った姿勢にもつながってきます。

　このように、コンプライアンスを法令遵守と理解することには様々な弊害や問題がある

ことがわかるでしょう。コンプライアンスを意義あるものとして捉えなおす必要があるわ

けです。

　本来企業は、社会や消費者・顧客にとって役に立ち、何らかの価値があるから存在して

いくことができます。企業は、社会や消費者・顧客の期待や信頼に応えて行動するからこ

そ存在意義を持つのです。とすれば、コンプライアンスも企業の存在意義に遡って理解し

直す必要があるでしょう。このように企業が果たす社会的な存在意義から考えたとき、コ

ンプライアンスとは、社会や顧客からの期待や信頼を踏まえ、（法令を超えた）自社の倫

理的な価値基準に照らして物事を判断し、実践すること、また、それを推進する取り組み

と定義することが適切であると考えられます。遵守の対象をどう考えるかという点に戻れ

ば、それを法令に限定せず、社会や消費者の期待や信頼を踏まえた自社の倫理規範と考え

るべきなのです。

コンプライアンスの本質的な意義
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2 エシックス・コントロールの積極的な意味

　わが国でコンプライアンスと表現している領域は、欧米では、“Ethical-Legal Compli-

ance”（倫理法令遵守）と理解されています。場合によっては、“Business Ethics”（企業倫理、

ビジネス倫理）の実践とも言われます。その内容をもう少し具体的にいうと、法令や規制

の遵守は当然のこととして、さらに自社の経営理念・使命（ミッション）を実現するため

に、固有の倫理的な価値観（エシックス）を全社員にいかに共有させるか、エシックスの

徹底をどのように管理するかという「エシックス・コントロール（Ethics Control）」を中

心に置く考え方です。

　わが国でも、企業が公正かつ透明で健全な経営を実現し、中長期的にその価値を高める

ために、外部からの強制によるのではなく、自主的に「企業として行動する際の具体的な

基準となる原則（倫理綱領、行動規範：Code of Conduct, Code of Ethics）」を定め、これ

を社内に浸透させ、役職員に実践させることをコンプライアンスの中核と捉える必要があ

るでしょう。

Ethics Control の概念

2 コンプライアンス重視の経営の背景
　わが国において、コンプライアンスを重視した企業経営を求める声が高まった要因とし

ては、次のようなものが挙げられます。

▪　�経営者や従業員にとって、法律や命令を遵守し、これらに基づいた業務判断や

日常業務を遂行することは当然の義務

▪　�外部からの強制でなく、企業の存続や中長期的な成長のために法令より高いレ

ベルの倫理行動規範などを設定し、これを役職員が実践するような仕組みを整

備し、運用すること
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第❶章　コンプライアンス経営の本質と意義

コンプライアンス重視の経営が求められるようになった要因

1 多発する企業不祥事

　1990年代、総会屋への利益供与事件、証券会社の損失補填事件、ゼネコン汚職といっ

た有名企業の不祥事の頻発を背景に、わが国産業界でも「企業倫理」を定め、浸透させる

ことの重要性が強く認識されました。これを受けて一般社団法人日本経済団体連合会（以

下、経団連という）が1991年に「企業行動憲章」を制定し、大手企業を中心に倫理綱領

を制定する動きが広まりました。

　その後、経団連は、1996年に「企業行動憲章」の改定を行い、企業に向けた明確な指

針を発信しました。しかし、その翌年（1997年）には複数の大手企業で総会屋への利益

供与に絡む事件が再び発生しました。

　2002年にも食品会社、商社、電力会社などで不祥事件が相次いで発覚しました。こう

した事態を受けて、経団連は、再び「企業行動憲章」を改定して、企業トップの果たすべ

き役割をさらに強調したより具体的な手引書を公表しました。これにより改めて企業倫理、

コンプライアンスの必要性が認識されるところとなりました。

　金融業界でも、金融庁が2002年からコンプライアンス問題での行政処分を公表する方

針を明確にし、各金融機関に対するコンプライアンスの取組みを強力に促しています。

①　不祥事の悪影響
　不祥事やその隠ぺいが発覚した企業は、社会や顧客からの信頼や信用を失います。時に

はその企業の商品やサービスの排除運動にも発展するなど、そのレピュテーション（名声）

やビジネスに重大な悪影響が生じます。ケースによっては、短期のみならず中長期でも、

売上や利益の減少を招き、その結果、株価の下落、資金繰り悪化等から経営破たんに至る

可能性もあります。

　法的に見ても、事件に関与した担当者や経営者の刑事訴追、企業に対する行政処分や罰

金、株主による責任追及等の訴え（会社法 847 条）の提起、経営者への巨額の賠償金請

求の可能性が出てきます。

▪　企業における不祥事件の多発

▪　規制緩和と企業の自己責任に基づく経営の必要性

▪　企業評価における新たな視点
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　さらに問題なのは、そこで働く人々の意欲、自尊心、企業への帰属意識・忠誠心などが

著しく低下し、傷つけられることです。あまり表面には出てきませんが、この影響の大き

さははかりしれません。

　このように、企業不祥事は、多面的に企業に甚大な悪影響をもたらす「重大なリスク」

であることが認識されるとともに、その予防策として、「コンプライアンス」の確立が認

識されるようになってきたと言えるでしょう。

②　企業不祥事の主な原因
　企業不祥事は、「①これを起こす者がそのような行動をとってでも達成したい意図をもっ

ており、②周囲の者あるいは組織がそれを許容する環境にある場合に生じる」ものとされ

ます。過去の様々な事件を分析してみると、以下のような原因が浮かんできます。

企業不祥事の主な要因

　企業は、法的には収益獲得を目的とした団体（営利社団法人）です。しかし、その器は、

経営者を中心に運営されるため、経営者の姿勢や態度がそのまま企業の姿勢、態度に反映

されます。利益を獲得するための仕組みも結局は経営者の姿勢・行動に大きく依存してい

るわけです。にもかかわらず、経営者自身が、違法行為や反社会的な行為に手を染める事

例はあとを絶ちません。経営者が関与する不正や不祥事は、組織ぐるみとも見なされ、極

めて重大な結果を引き起こすことになります。

　また、経営者が自ら違法行為等に手を染めなくとも、極端な売上や利益至上主義の経営

を行った場合、その組織は何が何でも売上や利益を達成しようとし、従業員にそれを強制

します。その結果、従業員は何をしてでも売上や利益をあげようとするため、それが、欠

陥商品の販売、強引な勧誘、虚偽広告、粉飾決算などの事件を引き起こす原因になります。

顧客、社会や従業員の企業に対する目線が厳しくなる中、会社の利益のためなら多少のルー

ル違反も許されるといった考え方は、遠い過去のものと言えるでしょう。

▪　経営トップの暴走や極端な利益至上主義の経営

▪　社会や顧客との関係を軽視した内向き意識の蔓延

▪　内部統制の欠如

▪　大規模なリストラ等による組織の変化

▪　不祥事件が及ぼす悪影響の認識欠如
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第❶章　コンプライアンス経営の本質と意義

　社会や顧客との関係を軽視し、社内の論理を優先する内向きの企業体質、隠ぺい体質等

も不正の温床となります。企業が活動していく上で、大なり小なり何らかのルール違反の

発生は免れません。問題は、こうした事態を真摯に受け止め反省しないこと、顧客等に正

直に開示しないこと、説明しないことです。こうした隠ぺい姿勢がより重大な問題を引き

起こします。社会からの期待や信頼を深く認識せず、自社の体面や経営陣の自己保身を優

先する姿勢は、現在では社会からの厳しい非難を浴びることになるでしょう。

　大規模なリストラ等による従業員の企業に対する忠誠心、モラルの低下も不正を引き起

こす要因になります。元来、業務の現場のコンプライアンスは従業員の倫理観やモラルに

大きく依存しています。企業側が従業員の信頼を裏切ればその分従業員の企業に対する信

頼感やモラルも低下し、不正や不祥事を生みだしやすい環境を醸成します。

2 規制緩和と企業の自己責任に基づく経営の要請

　1990年代以降、様々な産業分野で規制緩和が進められてきました。そのことは、同時

に監督当局の指導に従った「行政による事前チェック型経済から、司法中心の事後チェッ

ク型経済への転換」を意味します。こうした環境変化により、企業活動をめぐる多様な訴

訟の提起や事後的制裁の機会も増大してくることになるでしょう。

　このような変化に対応していくためには、企業は、行政指導などに頼ることなく、自ら

を取り巻く様々なリスクに対して、全社的な仕組み・体制を整備して、主体的にそれらの

リスク管理に取り組んでいく必要があります。

　保険業界においても、かつては監督官庁の保護のもとで、「行政の指導に従っていれば

問題ない」といった考え方が一般的でした。しかし、こうした受身の姿勢はもはや通用し

なくなっています。現在では、各保険会社が自己責任原則に基づく自律的な経営管理態勢

を構築し、監督官庁はそれを事後的にチェックするという仕組みに変わりました。保険会

社は、主体的に多様なリスクに向き合い、コンプライアンスを含めてそうしたリスクを適

切にコントロールする仕組みを構築し、運用することが求められています。

3 企業の評価における新たな視点

　外部から企業を投資対象や融資先として評価する場合、これまでは、売上・利益額、利

益の伸び率、資本利益率（ROE）といった財務指標が重視されてきました。もちろん現在



1010

でもこうした指標が重要であることは言うまでもありません。しかし、最近では、こうし

た財務的な指標だけでなく、企業の中長期的な成長を重視する視点から、企業の倫理的側

面（企業や経営者の倫理コンプライアンスへの取組み姿勢、不正や不祥事への対応姿勢な

ど）、社会的な存在としての側面（企業の地域や社会活動への取組み・貢献、情報開示等）

も考慮すべきであるという考え方が広まってきており、それを反映した企業評価基準が確

立されてきています。こうした動きは、欧米に始まり、今ではわが国でも広まりつつあり

ます（例えば、社会的責任投資ファンドの組成、CSR報告書の開示、銀行等による信用格

付基準の改定など）。

　グローバルに活動している企業、資金調達を融資等に頼っている企業、一般消費者を相

手とする企業では当然のこと、そうでない企業においても、こうした外部評価の変化を十

分に認識して企業活動を進めることが重要です。特に、社会からの期待や信頼を踏まえ、

独自の高い倫理観と倫理的行動を促す本質的なコンプライアンス態勢を整備し、顧客、投

資家、従業員等のステークホルダーに対する説明責任を果たしていくことが今後ますます

重要になってくることでしょう。

3 コンプライアンスの本質
1 企業価値への貢献

　前述のようにコンプライアンスを法令遵守と捉えると、どうしても利益追求とは相容れ

ないもの、それに対するブレーキ機能などと誤解しがちです。しかし、コンプライアンス

をそのように考えるべきではありません。

　コンプライアンスは、先ほども述べたように、社会や顧客からの期待、信頼を踏まえ、

独自の倫理規範や行動規範を設定し、役職員に行うべきことを行わせ、許されない行為を

行わせないようにする取組みです。これによって、中・長期的に企業にとっての売上や収

益、価値創造の基盤を提供するものです。

　とすれば、コンプライアンスは、利益追求の活動にブレーキをかけるものではなく、そ

れと表裏の関係にあって、役職員に正しい道のりを指し示すもの、すなわち、企業がビジ

ネスを行っていく上でのハンドルのような役割を果たしているものと理解するのが適切です。
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第❶章　コンプライアンス経営の本質と意義

コンプライアンスの真の目的

2 メカニズム重視のコンプライアンス態勢

　今日のコンプライアンスの意義や重要性についてはこれまで述べてきたとおりですが、

保険会社において必要とされるコンプライアンス態勢とは、具体的にどのようなものなの

でしょうか。

　コンプライアンス統括部門を設置し、コンプライアンス･オフィサーを任命し、コンプ

ライアンス・マニュアルを作成することでしょうか。確かに、これらはコンプライアンス

態勢を構成する重要な要素ですが、これらをコンプライアンス態勢の中心と誤解すべきで

はありません。

　コンプライアンス態勢構築にあたっての最も重要なポイントは、①経営陣が主体となっ

て態勢整備と運用を行うことであり、また、②その態勢を機能させる仕組みや強制力を意

識的に作り込むことです。

　企業におけるエシックスとは、「ビジネスにおける誠実性」である⑴と解されています。

この誠実性（インテグリティ）が経営陣に欠けていれば、いくら精緻にコンプライアンス

の仕組みを作っても意味がないことはこれまでの不祥事件からも明らかです。経営陣は、

まずビジネスにおける誠実さの重要性を深く噛みしめることからはじめなければなりませ

ん。そして、下から案が上がってくるのを待つのではなく、トップダウンで主体的に組織

に誠実さを浸透させる取組みを行う必要があります。

▪　不正防止のため？

▪　監督官庁の規制に対応するため？

▪　法律を守るため？

⇒　企業が生き残り、その価値を高めていくため

⑴　田中宏司　著『コンプライアンス経営』生産性出版
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　コンプライアンス態勢の整備にあたっては、全ての役職員にコンプライアンスの重要性

や内容を認識させ、実践させる具体的な仕組み（メカニズム）と強制力が不可欠です。例

えば、経営陣がどれだけ「コンプライアンスは重要だ」と叫んでも、その取組みを下に丸

投げしているようでは、コンプライアンス意識が浸透するはずがありません。意識を改め

させ行動させるには、何らかの強制的な仕組みがどうしても必要なのです。組織の上から

末端に至るまで、コンプライアンスの意識を浸透させる仕組みがあってはじめてコンプラ

イアンス態勢は整ったと言えるでしょう。そして、コンプライアンスを浸透させる仕組み

こそ、内部統制と位置づけることができるでしょう。

　平成30年10月に金融庁が公表したディスカッション・ペーパー「コンプライアンス・

リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方（コンプライアンス・リスク管理基本方

針）」（以下、「コンプライアンス・リスク管理基本方針」といいます）でも、「経営の根幹

をなすものであることに関する着眼点」として、以下のように述べられています。

　上記の問題を解決するためには、金融機関の経営陣における、「コンプライアンス・

リスク管理は、まさに経営の根幹をなすものである」との認識に基づいた経営目線で

の対応が極めて重要となる。

　まず、金融機関の経営陣においては、コンプライアンス上の重大な問題事象は、ビ

ジネスモデル・経営戦略と表裏一体のものとして生じることが少なくなく、コンプラ

イアンス・リスクは、基本的にこれらに内在するものであることを認識する必要があ

る。

　例えば、短期収益重視のメッセージを過度に発する等、事業部門の役職員に無理な

収益プレッシャーを与えてしまう結果、役職員が不適切な判断や行動を行い、問題事

象が生じる可能性がある。

　また、収益を拡大している業務・部門において、事業の拡大・変化に内部管理態勢

が追いつかず問題事象が生じている可能性がある。

　上記を踏まえると、経営陣において、ビジネスモデル・経営戦略から、どのような

▪　�コンプライアンスは内部統制の目的であり、内部統制はこの目的の達成を支え

る一つのメカニズムである。
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第❶章　コンプライアンス経営の本質と意義

リスクが生じ得るか、十分な想像力を巡らせて考えることが重要となる。また、ビジ

ネスモデル・経営戦略を検討する際にも、コンプライアンス・リスクを含むリスクに

ついて幅広く検討し、前広に考慮していく必要がある。その際、抽象的な事実だけで

はなく、具体的な事実（数字・金額等）を踏まえることが重要となる。

　上述の冒頭に掲げられている「上記の問題」としては、「①経営陣が、コンプライアンス・

リスク管理を形式的に態勢整備するものと捉えがちで、ビジネスモデル・経営戦略と密接

不可分であるものとして経営陣自らが率先して対応すべきものとの視点が弱い」「②発生

した問題事象の再発防止が、形式的対応にとどまりがちで、根本原因まで遡り、再発を防

ぐという視点が弱い」「③事業部門が、コンプライアンス・リスク管理を管理部門の問題

と捉え、自らリスク管理をすべきという意識を持っていない」の3点が挙げられています。

　内部監査人は、上記の考え方をも踏まえた上で、経営陣が主体となった態勢整備の状況

について、検証する必要があります。

　なお、「コンプライアンス・リスク管理基本方針」では、「コンプライアンス・リスク」

「コンプライアンス・リスク管理」との用語が用いられています。これについては、パブ

リックコメントの回答において、「最低基準としての法令（業法）等を遵守するだけでな

く、各金融機関において、コンプライアンスは経営の問題であるとの認識が醸成され、コ

ンプライアンスをリスク管理の一環として捉えることや、ビジネスモデル・経営戦略と一

体の自社にとっての最適なリスク管理態勢の整備や問題事象の未然予防に向けた自律的な

取組みがなされること等が期待されます」とした上で、各金融機関自身が自社におけるリ

スクとは何かを検討すべきものとして、定義を置いていない旨が説明されています。補足

のために付言しておくとすれば、同方針における「コンプライアンス・リスク」「コンプ

ライアンス・リスク管理」は、「『コンプライアンス』及び『リスク』」「『コンプライアンス』

及び『リスク管理』」ではなく、「『コンプライアンス』遵守に係る『リスク』」「『コンプラ

イアンス遵守に係るリスク』の管理」という点は理解しておく必要があります。

4 コンプライアンス経営のメリット
　コンプライアンスを浸透させ、実践させるメリットとして、以下のようなものが挙げら

れます。




