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特集：今、そこにあるグローバル化

最近の経営課題として、「海外事業の拡大」が上位に上げられている。近年はグロー
バルの各拠点が対等の立場で、各拠点の強みを活かして商品開発等を行うことが進
展しており、そのためには、各拠点間のナレッジ共有が必要であり、それを支える
グローバルで情報共有を行う基盤が不可欠である。

海外におけるビジネス環境には、日本とは異なるリスク（競争法やIPやPLに関す
る訴訟、eディスカバリー等）が存在する。これらのリスク対策として共通するのは、
社内の情報を適切に管理しておくことである。

従って、情報共有基盤を構築する際には、海外展開におけるリスクを抽出し、リ
スクに応じた文書管理ルール・運用手順を策定することが重要である。今回、実プ
ロジェクトでの検討支援を通じて得たノウハウを、構築における留意点として紹介
する。
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ま　え　が　き

2011年7月のアンケートの結果では、今年度の主
な経営課題として、「海外事業の拡大」を挙げる経
営者が7割にも達している。海外事業の拡大の手段
として、自社の生産拠点や研究開発拠点の一部を
海外移転することを考えている経営者が1割強存在
する。また、M&Aを積極的に進めている経営者も
3割強に達し、M&Aを含めた海外への進出に積極
的な姿勢がうかがえる。（1）

現地の製品需要が旺盛、または今後の需要が見
込まれることや、日本国内で調達・生産するより
もコストのメリットが得られる等の理由により、
現地調達・生産の拡大を目指し、海外へ進出する
企業が多いと（2）考えられる。また、近年は現地調
達・生産といった単純な国際分業ではなく、グロー
バルの各拠点が対等の立場で、それぞれの強みを
活かして商品開発や戦略立案などを行うことも進
展している。

このグローバル各拠点の強みを活用することに
おいて必要なことは、各拠点間でのナレッジの共
有であり、バーチャルチームによる協働体制の推
進である。すなわち、グローバルで情報共有を行
う基盤が不可欠であると言える。

グローバルで情報共有を行う基盤を構築する上
での留意点は、日本の情報共有の仕組みをそのま
ま展開しないことである。グローバル情報共有の
基盤は、日本とは異なる海外のビジネス環境を考
慮して構築することが必要である。

そこで、本稿ではグローバル情報共有基盤の構
築時に考慮すべきリスクを明らかにし、そのリス
クを軽減するための対策を支援するコンサルティ
ング手法を述べ、最後に適用事例および作業を通
じて留意した点を紹介する。

海外展開のリスク

考慮すべきリスクのうち、経営に与えるインパ
クトの大きいものとして、訴訟や競争法違反｛カル
テル（価格、数量、設備、取引先等に関する協定）
行為｝が挙げられる。

各国の競争法（国内では独占禁止法等、米国では
反トラスト法）により規制されているカルテルは、

近年、取締りの強化や制裁金の高額化など厳罰化
の傾向にある。

また、訴訟社会と呼ばれる米国では、実際に日
本国内の170倍の訴訟が発生している。この件数か
ら、日本からの進出企業も訴訟に巻き込まれる可
能性が極めて高いと言える。実際、現地で訴訟や
紛争等の法務トラブルを抱えている日本企業が海
外進出企業全体の7割を超えている。抱えている法
務トラブルは、地域によって傾向が異なるが、IP

（Intellectual Property：知的所有権）、PL（Product 
Liability：製造物責任）に関する訴訟が多い。（3）

IPに関しては、他社の所有する特許を低価格で
入手し、損害補償・和解金を獲得することを目的に、
特許侵害を訴えるパテントトロールと呼ばれる集
団さえ存在する。

米国には、クラスアクションと呼ばれる、一定
の共通点を持つ一定範囲の人 （々クラス）を代表し
て、一人または数名が全員のために原告または被
告として訴訟を遂行する集団訴訟制度がある。こ
の場合、判決の効力はクラス全員に及ぶ。また、
父権訴訟と呼ばれる、被害を受けた多数の住民を
救うことを目的として、州の司法長官が訴訟を提
起する制度がある。この場合も判決の効力は全員
に及ぶ。（4）これらの制度により、PL訴訟等における
リスクは、とても大きいと想定せざるを得ない。

また、英米のような判例主義による裁判制度に
は、ディスカバリー制度が存在する。これは、審
理の前段階において、裁判の当事者に対し、相手
方から情報を獲得するという一種の捜査権限が与
えられるものである。開示要求を相手方から受け
た当事者は、秘匿特権に該当する場合以外は、要
求に応えて内部情報を明かさなければならない。（5）

なお、カルテル調査のような行政調査においても、
ディスカバリーは要求される。

米 国 で は、2006年 の 連 邦 民 事 訴 訟 手 続 規 則
（FRCP）改正により、電子的に保存されている資
料（電子メール、オフィス文書、メタデータ、バッ
クアップテープ、チャット・SMS等）もディスカ
バリーの対象となった。これはeディスカバリーと
呼ばれる。

今日、企業において作成される情報のうち98%以
上が電子的形態であり、そのうち80%は紙もしくは
有形の形式に変換されることはないと言われてい
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る。すなわち、eディスカバリーの対象になるのは、
企業に存在するほぼ全ての情報といえる。

参考までに、データを紙に換算すると、フロッ
ピー 1枚分はA4用紙約720ページ、CD-ROM1枚分
は約325,000ページ、HDD40GBのPCは約20,000,000
ページ（ダンボール8,000箱）のドキュメント量にな
る。このような膨大な情報の中から、必要なデー
タを抽出することがいかに多大なコストと時間を
必要とするか容易に想像できる。（6）

このような膨大な情報から要求された内部情報
を提出できなければ訴訟で不利になり、提出に応
じなければ、訴訟の対象となる損害賠償とは別に
懲罰的損害賠償が科される場合がある。実際に懲
罰的賠償だけで約8億ドルの支払いを命ぜられた事

例がある。（7）情報開示の重要性を示すものである。

eディスカバリーの手順

eディスカバリーの手順として、EDRM（Electronic 
Discovery Reference Model：電子情報開示参考モ
デル）（図-1）が、デファクトスタンダードとして認
知されている。手順は次の6つのフェーズに分けら
れる。（8）この手順から、eディスカバリーにおける
情報共有基盤の要素として、平時からの文書管理
ポリシーの策定と、ポリシーの遵守を徹底し、有
事に開示要求された情報を過不足なく提示できる
仕組みを構築しておくことが必要であると理解で
きる。

（1）Information Management
文書管理のガバナンスの確立を行う。有事に

Identifi cation以降の作業を効率的に実施し、迅速
かつ確実な情報開示ができるよう、文書管理ポリ
シーの策定とポリシーを実現する環境の整備を行
うフェーズである。内部監査を行い、平時のポリ
シーの遵守状況や運用状況を確認する仕組みも考
慮する。

（2）Identifi cation
有事に開示要求された情報を特定する。提出す

る情報の不備は審理で不利になる。また逆に提出
不要な機密情報を開示することは、業務上問題と
なるため、対象となる情報を適切に特定する必要
がある。

図-1 Electronic Discovery Reference Model
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表-1 海外展開における情報管理に係るリスク
競争法

競争法
ex.独占禁止法

（日本）

製品の価格、数量、設備、取引先等に関す
る協定（カルテル）等を取り締まる法律

IP

パテントトロール 他者の所有する特許を低価格で入手し、
損害補償･和解金目的に特許侵害を訴える

米国の裁判制度

クラスアクション 判決や和解の効力が類似の損害を被った
他者にも及ぶ制度

父権訴訟 州司法長官が被害者住民に代わって訴訟
を提起する制度

eディスカバリー 審理前に、相手側が要求した情報を開示す
る制度の「電子データ版」

FRIコンサルティング論文集2012.indb   25 2011/10/17   9:44:37



FRIコンサルティング最前線. Vol.4, （2012）26

特集：今、そこにあるグローバル化

（3）Preservation⇔Collection
特定された情報と関連情報をディスカバリー作

業環境へ収集し、保全（変更管理・非改ざん証明）
を行う。

（4）Processing⇔Review⇔Analysis
収集したデータに対して、重複排除やレビュー

用のフォーマットに変換するなどの加工を行い、
法務部門や弁護士による、情報開示を行うデータ
と行わないデータの選別、確認を行う。

（5）Production
事前に決めた形式でレポートを作成する。

（6）Presentation
公聴会や審理の場にレポートを提出するフェー

ズである。

海外環境を考慮した情報共有基盤構築の必要性

海外のビジネス環境は、先に述べたようなカル
テルや、IPやPLに関する訴訟、eディスカバリー等
様々なリスクが存在する。これらのリスク対策と
して共通することは、社内の情報を適切に管理し
ておくことである。

海外展開において、ナレッジの共有やバーチャ
ルチームによる協業体制を推進するために必要と
される情報共有基盤には、海外のビジネス環境に
おけるリスクを把握し、必要な対策を検討し、管
理ポリシー、運用ルール、それらを実現するツー

ルの三位一体となった仕組み＝「グローバル情報共
有基盤」（図-2）の構築が求められる。

グローバル情報共有基盤構築コンサルティング

全社の情報を管理する「グローバル情報共有基
盤」の構築を支援するコンサルティングの概要を紹
介する。

（1）コンサルティングの流れ
①現状分析とスコーピング

対象とする部門・業務を明確化し、現行の文書
共有範囲、保管・保存期限等のルールを確認する。
また、海外展開において考慮すべきリスク（図-2に
一般的な考慮点を示している）の中から、考慮対象
とするリスクを決定する。その際、全社共通で考
慮すべきリスクと、部門固有で考慮すべきリスク
を分類する。
②方針策定

①で決定したリスクを考慮して、情報管理に関
する方針を策定し、フォルダ体系の決定、情報管
理体制の策定、全社共通で考慮すべきリスクへの
対応策決定、およびこれらを反映した規程・手順
書を策定する。また、その上で、部門固有のリス
クへの対応策を検討し、部門独自の対策を規程・
手順書に盛り込む。
③情報共有基盤ツール選定および導入支援

全社的な活用を見据えたツールを選定し、導入

図-2 グローバル情報共有基盤概要
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2012コンサル集_06.indd   26 2011/10/27   13:59:55



FRIコンサルティング最前線. Vol.4, （2012） 27

グローバル情報管理基盤構築の留意点

に向けた要件定義を行う。
④定着化支援

規程・制度の定着化支援および継続的改善の仕
組みを検討する。

（2）コンサルティングの成果物として以下を作成
する。

①リスクに応じた適切な対策
②実運用可能な管理ポリシー、手順の策定
③管理ポリシー、手順を効率的に実現するための

ICTツールの選定

A社事例

本章では、富士通総研（FRI）が情報共有基盤の
構築を支援しているA社様の事例を紹介する。

A社様では、カルテル防止を大きなテーマとして
掲げていた。情報共有基盤の検討の具体的な取り
組み内容は次の通りである。

（1）Ａ社様の現状と要件
①コンテンツ管理プロセスとコンテンツ管理体系

に関する規約の明確化
現状、特に定められたルールはなく、部門毎の

独自の運用が行われている。そのため、会社とし
て管理すべきコンテンツが確実に保存されている
か、また不要なコンテンツが確実に廃棄されてい
るか把握できていなかった。コンテンツの一元管
理を行うためには、全社の文書管理ルールの策定
が必要と考えた。
②カルテル防止

コンテンツに対し特段の対策は実施していな
かったが、カルテル防止に資する仕組みを新たに
検討することとした。
③eディスカバリー対策

有事対応の手順は、明確には定められておらず、
人海戦術で対応していた。eディスカバリー対策と
しての、データの特定と取得の仕組みが必要であ
ると考えた。
④訴訟対策

技術文書の管理は属人化しており、組織として
のコンテンツ管理上の訴訟対策は行われていな
かった。権利確保のための仕組みを検討すること
とした。
⑤ロケーション上の考慮事項

当プロジェクトのスコープを国内部門としたこ
とから、ロケーション上の考慮は不要となった。

（2）検討方針
要件を踏まえて、以下の検討方針を立てた。

①コンテンツの全社的な一元管理を実現するため
に、部門独自ルールを尊重した、最低限守るべ
き（実効性のある）コンテンツ管理ルールを策定
し、管理すべきコンテンツを明確にする。それ
とともに、不要なコンテンツの廃棄を推進する
ことで、コンテンツ量の削減を行う。これはeディ
スカバリー対策としてのデータの特定と取得の
仕組みにも寄与する。

②不正検出のためにコンテンツの内部監査を実施
することとした。監査の精度を上げるために、
利用者の自由な削除を許さずコンテンツを保全
したいというニーズがあがったが、これはコン
テンツ削減推進という方針と相反する要件であ
り、かつ高コストとなることも課題となった。
そのため、監査対象とするコンテンツを部門や
コンテンツ種類の観点から絞り込むことを検討
課題とした。

③発明や研究データ等、他の部門に比べ特に重要
な知的財産を扱っている研究開発部門について
は、権利確保のためのコンテンツ管理ルールの
検討を行うこととした。

（3）具体的な検討
①コンテンツ管理ルールの策定とコンテンツ量の

削減
コンテンツの格納場所の制限と一元管理の仕組

み、コンテンツの棚卸～廃棄手順、これらの運用
体制等を定め、コンテンツ管理ガイドラインを策
定した。
②監査対象コンテンツの限定

過去の事例における内部調査結果を踏まえて、
カルテル行為が発生しないと想定される部門を特
定し、それ以外の部門のコンテンツに対しては版
数管理を適用することとした。
③権利確保のためのルール検討

研究開発部門においては、知的財産保護のため
に、先使用権制度｛他者の特許出願時に発明の実施

（事業の準備、事業）をしていた場合、他者の特許
権を無償で実施し、事業を継続できる権利｝（9）の活
用も想定し、先使用権を立証できる証拠を収集し
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保管する仕組み（電子データに存在時刻証明を付与
するタイムスタンプサービスの適用等）を、業務プ
ロセスに組み込むことを検討した。

Ａ社事例における情報共有基盤構築の留意点

今回の支援を通じて得られた、情報共有基盤の
構築における要考慮点を、大きくプロジェクトの
進め方と検討のポイントに分けて紹介する。

（1）プロジェクトの進め方
①役割を明確にする

コンテンツ管理およびカルテル対策の関連部門
は、総務、法務、ITを中心に多岐に渡る。実態と
して所管が曖昧な部分がある場合やそれぞれの狙
いにずれがある場合もあり、役割分担を明確にし
ないまま検討を進めてしまうと、部門間での齟齬
が発生し、プロジェクトの遂行に支障が生じる。

当プロジェクトでは、検討項目を業務プロセス
フロー上にマッピングし、総務、法務、ITのそれ
ぞれが主体となるようにプロセスと検討項目を分
割し、検討グループを組成した。また、それぞれ
のグループの検討に齟齬が生じないよう、他のグ
ループへの要求事項、グループ間の調整事項を明
確にし、横串を通した連携を行うPMO機能を置い
てプロジェクトを遂行した。
②管理要件と利便性のバランスをとる

管理者の立場からは、点在しているデータをなく
し、情報共有基盤で一元管理するのが理想であるが、
利用者の立場からは、制約となる場合が大半であり、
運用変更が受け入れられない場合がある。

当プロジェクトでは、管理要件と利便性のバラ
ンスを考慮し、社内類似事例から把握した現実的
な運用レベルを踏まえてコンテンツ管理ルールを
策定することや、運用支援体制の充実による利用
者の負担を軽減する手厚いサポート、ITを活用し
た利用者に負担をかけないデータ収集の仕組みを
導入すること等の工夫を行った。

（2）検討のポイント
①外部記憶媒体の扱いを明確にする

ディスカバリーにおいて、分散している複数の
外部記憶媒体から、網羅性を担保しつつデータを
収集する作業には多大な時間とコストがかかるた
め、情報を特定する際のネックとなる。

当プロジェクトでは、情報セキュリティ規約を利
用し、外部記憶媒体は一時的なデータの運搬にしか
使用せず、事後に空にするというルールを明確にし、
運用を徹底した。これにより、外部記憶媒体をeディ
スカバリーの対象外とすることができる。
②メールの扱いを明確にする

メールについては、使用しているソフトウェアや
設定等によっては、データの所在やデータ形式が一
元管理や内部監査の阻害要因となる場合がある。

メールを監査対象とするか、一般的なコンテン
ツとして扱うだけでよいかといった要件を踏まえ、
アーカイブ等のITによる仕組みと運用方法を決め
る必要がある。

今後の展開

A社様における検討内容は試行フェーズでの評価
を踏まえ改良を重ねる必要があるが、さらに今後
の展開としては、情報共有基盤を活用した継続的
監査の検討を行う。

継続的監査とは、ITを活用して、業務にルール
違反がないかを、リアルタイムもしくはほぼ近い
形で評価する継続的コントロール評価と、ITを活
用して、リスク水準を継続的に分析評価する継続
的リスク評価からなる。

カルテル行為を例にとると、継続的コントロー
ル評価として、メールにカルテル行為が疑われる
記述が存在するか、送受信メールに対してキーワー
ド検索を行うこと等が考えられる。また、継続的
リスク評価として、旅費精算システムのデータを
元に、同業他社との打合せ頻度の統計や、メール
サーバのデータを元に、同業他社とのメール送受
信の頻度の統計を採取し、カルテル行為のリスク
の度合いを評価する等が考えられる。

内部監査をより効果的に実施できるよう、事後
対応や過去の事例分析の結果を活かした、継続的
監査の仕組みを提案していくことが必要である。

む　　す　　び

図-2のグローバル情報共有基盤概要に記載したと
おり、情報共有基盤を構築する上での要件は様々
である。
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（4）国立国会図書館：ISSUE BRIEF 独占禁止法と団体訴

訟 NUMBER 576（2007.3.28）．

（5）松本直紀：国際商事法務 1994 米国特許法による三倍

賠償とディスカバリー．

（6）吉田大助：デジタル・フォレンジック協会説明資料 

2006 米国訴訟における電子情報開示（eDiscovery）の

現状と実務．

（7）吉田大助：国際商事法務 2006 E-ディスカバリに関す

る米国連邦民事訴訟規則の改正．

（8）The Electronic Discovery Reference Model． 

http://www.edrm.net/

（9）特許庁：2009年 知的財産権制度説明会資料 戦略的な

知財管理について．

顧客の状況により、重点的に対応すべきリスク
は異なると考えるが、今回紹介したグローバル情
報共有基盤構築コンサルティング手法を用いて、
様々なリスクに対応したグローバル情報共有基盤
の構築が実現できるものと考える。
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