
日 本 経 営 倫 理 学 会 誌

日 本 経 営 倫 理 学 会

第 27 号 2020年３月

Journal  of  Japan  Society  for  Business  Ethics
March  2020 No.27

ISSN 1343‒6627

日
本
経
営
倫
理
学
会
誌

　第
27
号
（
二
〇
二
〇
年
）�
日
本
経
営
倫
理
学
会



目　　　次
　『日本経営倫理学会誌』第27号の発刊によせて……………………………………潜道　文子………… １
統一論題シンポジウム　AI/ロボット時代における経営倫理

１．統一論題シンポジウム「AI/ロボット時代における経営倫理」開催概要… …岡部　幸徳………… ５
論　　文

１．商人倫理に関する日韓比較研究… ……………………………………………中川　圭輔………… ９
　　　―…褓負商と近江商人…―
２．AI新時代における経営倫理の発展の現状と課題… …………………………杜　　雨軒………… 21
　　　―…導入前後の比較シミュレーションを中心に…―
３．最近の企業不祥事に関する一考察… …………………………………………勝田　和行………… 35
　　　―…企業経営・企業倫理における「人間性原理」の再構築…―
４．企業事故における報告活動と報告回避行動… ………………………………谷口　勇仁………… 49
５．日本企業における組織の倫理風土と仕事の意味深さ… ……………………本橋　潤子………… 61
　　　―…組織の視点からの実証と考察…―
６．留学生比率の決定要因に関する一考察… ……………………………………小池　裕子………… 75
　　　―…USRの視点から…―
７．日本企業におけるステークホルダー・エンゲージメントの人権問題や環境問題に対する効果についての一考察
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　順一………… 87
８．CSVアライアンス発展プロセスモデルの構築… ……………………………石田　満恵……… 101
　　　―…CSV企業と異種セクター間におけるアライアンス事例研究…―
９．情報占有から情報共有への「強い不可逆性」と「半公共財」としての性格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鄭　　年皓・山下　洋史……… 117
10．CSRの観点から見たビジネスと人権における企業の責任と今後の役割………山田　雅穂……… 125
　　　―…「ビジネスと人権に関する指導原則」および社会権に焦点を当てて…―
11．社会的責任ビジネスとしての戦略的マネジメントの課題：…………………高岡　伸行……… 137
　　　そのダイナミック･ケイパビリティの起点としてのメタ認知
12．資源循環における環境対応行列の推定モデル… ……………山下　洋史・権　　善喜……… 155
13．消費者の環境志向型行動に関するカタストロフィー・モデル………権　　善喜・山下　洋史……… 163
14．福島第一原子力発電所事故前の津波想定における集団思考… ……………松井　亮太……… 169
　　　―…調書の質的データ分析を通して…―
15．組織の倫理風土と非倫理的行為：日本企業における実証研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　敏之・中野　千秋・福永　晶彦……… 187
16．従業員と個人株主の観点による統合報告書の有用性… ……………………井上　昌美……… 205
17．コンプライアンス研修の設計と実際… ………………………………………水村　典弘……… 221
　　　―…研修の死角と「やらされ感」を生む原因…―

日本経営倫理学会誌
第27号（２０２０年）



18．機関投資家による集団的エンゲージメントはどのようなときに成立するのか：………林　　寿和……… 235
　　　ゲーム理論を用いた理論的考察
19．経営する知徳としてのフロネーシス… ………………………………………髙田　一樹……… 251
　　　―…持続可能な開発目標（SDGs）の達成に寄与する民間企業の倫理的思考…―
20．役員報酬規制の道徳的根拠… …………………………………………………今井　昭仁……… 267
研究ノート

１．不祥事・事故遺産が企業経営にもたらす効果について… …………………杉原　成幸……… 281
　　　―…「記憶の場」の観点からの考察…―
２．医薬品の社会問題の発生メカニズム… ………………………………………田代　昌彦……… 293
　　　―…形式化のプロセスに基づく分析を通じて…―
３．企業価値創造を目指す日本企業のSDGs実践とダイバーシティ経営の課題… …青木　　崇……… 307
４．SDGsとISO26000の関連性に関する一考察……………………………………笹谷　秀光……… 321
　　　―…SDGsを活用した新たなサステナビリティ・マネジメント体系のために…―
５．法人企業統計調査に見る企業業績の実態とリスク… ………………………相川　　清……… 331
論　　説

１．第四次産業革命が促す雇用の流動化… ………………………………………中嶋　康雄……… 347
２．企業組織の実務担当者がSDGs活動をマネジメントするための具体的方法論の考察……吉田　哲朗……… 365
　　　―…企業の社会・環境問題の取組みに係る統合的な動態的なマネジメントモデルの提示…―
３．人工知能にインプットするべき倫理的行動目標の優先順位に関する提言……牛山　恭範・池上　雅子……… 381
　　　―…より一層倫理的な振る舞いを見せるAIロボットに関する道徳的ジレンマに焦点を当てて…―
４．再帰するテレオパシーの問題… ………………………………………………細谷　知司……… 399
　　　―…働く個人の倫理という観点から…―



CONTENTS
Preface… ……………………………………………………………………………………………………………Ayako…Sendo……… １

Symposium “Artificial Intelligence / Robots and Business Ethics”

１．Summary…of…the…Symposium…on…“Artificial…Intelligence…/…Robots…and…Business…Ethics”… ……………Yukinori…Okabe……… ５

Articles

１．A…comparative…study…on…merchant…ethics…in…Korea…and…Japan:…Pobusang…and…Omi-shonin……… Keisuke…Nakagawa……… ９

２．Current…Status…and…Issues…of…the…Development…of…Business…Ethics…in…the…New…AI…Era:

　　　Based…on…Comparative…simulation…before…and…after…the…introduction…of…AI… ……………………………Du,…Yu-Xuan……… 21

３．Observation…on…recent…corporate…scandals

　　　―…Reconstruction…of…the…principle…of…human…nature…in…business…management…and…ethics…―… ……Kazuyuki…Katsuda……… 35

４．A…Reporting…Behavior…and…Reporting…Avoidance…Behavior…in…Corporate…Accident… …………………Eugene…Taniguchi……… 49

５．Ethical…Climate…and…Meaningful…Work…in…Japanese…Companies:

　　　From…the…Perspective…of…Organizations… …………………………………………………………… Junko…Motohashi……… 61

６．A…Study…of…Factors…Affecting…International…Student…Ratio…

　　　―…From…the…Viewpoint…of…USR…―… ……………………………………………………………………Hiroko…Koike……… 75

７．The…Effects…of…Stakeholder…Engagement…by…Japanese…Corporations…on…Human…Rights…and…Environment…Issues

Junichi　Hayashi……………87

８．Enhancement…of…CSV…Alliance…Development…Model

　　　―…Research…on…Alliance…Case…Study…between…CSV…Companies…and…Heterogenous…Sectors…―… ……Mitsue…Ishida………101

９．On…“Strong…Irreversibility”…from…Information…Occupancy…to…Information…Sharing…and…the…Characteristics…as…“Semi-Public…Goods”

Nyunho…Jung…/…Hiroshi…Yamashita………117

10．Responsibility…and…Future…Role…of…Corporations…in…Business…and…Human…Rights…from…the…Viewpoint…of…Corporate…Social…Responsibility…

　　　―…Focused…on…Guiding…Principles…on…Business…and…Human…Rights…(UNGPs)…and…Social…Rights…―……………Miho…Yamada………125

11．The…task…of…strategic…management…as…socially…responsible…businesses:…a…cognitive…base…of…its…dynamic…capabilities

Nobyuki…Takaoka………137

12．An…Estimation…Model…of…Environment-responsive…Matrix…in…Resource…Circulation

Hiroshi…Yamashita…/…Sunhee…Kwon………155

13．A…Catastrophe…Model…of…Consumers’…Environment-oriented…Behavior……………… Sunhee…Kwon…/…Hiroshi…Yamashita………163

14．Groupthink…in…the…Assumptions…about…Tsunamis…Prior…to…the…Fukushima…Nuclear…Accident…

　　　―…A…Qualitative…Data…Analysis…of…Testimony…―……………………………………………………………Ryota…Matsui………169

15．The…Effects…of…Organizational…Ethical…Climate…on…Unethical…Conduct:

　　　An…Empirical…Study…in…Japanese…Firms… ………………… Toshiyuki…Yamada…/…Chiaki…Nakano…/…Akihiko…Fukunaga………187

16．The…usefulness…of…integrated…reports…from…the…perspectives…of…employees…and…individual…shareholders………Masami…Inoue………205

17．Building…Corporate…Compliance…Program:…A…Behavioral…Decision-Making…Approach………………Norihiro…Mizumura………221

Journal  of  Japan  Society
for  Business  Ethics
March  2020 №27



18．A…Game…Theoretic…Analysis…of…Collective…Engagements…by…Institutional…Investors………………… Toshikazu…Hayashi………235

19．On…Phronesis…as…an…Intellectual…Virtue…to…Management:

　　　Ethical…Thinking…of…Private…Companies…that…Cooperate…in…Achieving…the…Sustainable…Development…Goals…(SDGs)

Kazuki…Takada………251

20．On…grounds…of…executive…compensation…regulation… ……………………………………………………… Akihito…Imai………267

Research Notes

１．Studying…the…effects…of…scandal…and…accident…heritage…on…business…management…from…the…perspective…of…lieux de mémoire

Shigeyuki…Sugihara………281

２．Occurrence…mechanism…of…Social…Problem…in…Medicine　

　　　―…through…an…analysis…predicated…on…process…of…formalization…―… ………………………………Masahiko…Tashiro………293

３．SDGs…Practice…and…Diversity…Management…Issues…for…Japanese…Companies…Aiming…to…Create…Corporate…Value

Takashi…Aoki………307

４．A…Study…on…the…Relationship…between…SDGs…and…ISO26000

　　　―…For…a…new…sustainability…management…using…SDGs…―……………………………………………Hidemitsu…Sasaya………321

５．Clarifying…the…Actual…State…of…the…Performance…of…Japanese…Big…Companies…and…Its…Risks:

　　　An…Analysis…Based…on…Financial…Statements…Statistics…of…Corporations…by…Industry…………………Kiyoshi…Aikawa………331

Essay

１．Employment…Fluidization…Prompted…by…the…Fourth…Industrial…Revolution… …………………………Yasuo…Nakashima………347

２．Consideration…of…Specific…Methodologies…for…Corporate…Managers…to…manage…SDGs…Activities

　　　―…Presenting…an…integrated…Dynamic…Management…Model…for…Corporate…Social…and…Environmental…Problems…―…

Tetsuro…Yoshida………365

３．A…proposal…for…priorities…of…the…ethical…behavioural…goal…to…be…input…to…Artificial…Intelligence

Yasunori…Ushiyama…/…Masako…Ikegami………381

４．The…problem…of…teleopathy…to…recur　―…From…the…point…of…view…of…working…individual…ethics…―……Satoshi…Hosoya………399



本年度、梅津光弘前会長の後を受けて学会長
の任を拝命いたしました潜道文子です。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。

他の学会も同様だと思いますが、学会誌は
学会にとっての生命線であり、その学会の質を
表す核となる存在だと考えます。本学会の『日
本経営倫理学会誌』は、歴代の学会長や論文審
査・学会誌編集委員長の方々を中心とする皆様
のご努力により、その内容は充実したものとな
り、そのことによって学会自体の存在価値が高
まっていると感じております。

さて、第27号の論文募集に際しては、36本（発
表大会の報告者は28本、CFPは８本）の応募を
いただきました。そのうち、論文（20本）、研
究ノート（５本）、論説（４本）を合わせて29
本を掲載することができました。29本のうち、
６本（論文３本、研究ノート１本、論説２本）
がCFP方式による応募であり、その他の23本
が、2019年６月22～23日の２日間、東京工業大
学大岡山キャンパスで開催されました第27回日
本経営倫理学会研究発表大会での報告内容をま
とめられたものとなります。

学会誌へ投稿されたすべての方々の論文ご執
筆のご努力に敬意を表すると共に、発表大会開催
にご尽力くださった札野順実行委員長、岡部幸徳
実行委員長代理をはじめ研究発表大会委員会委
員、司会をご担当くださった方々、中野千秋、村
山元理両論文審査・学会誌編集委員会委員長はじ
め同委員会委員の方々、そして査読をご担当くだ
さった方々の多大なご貢献に深謝申し上げます。

今回の研究発表大会の統一テーマは、「AI/

日本経営倫理学会
会　長　潜　道　文　子

ロボット時代における経営倫理」でしたが、大
学の学生たちの中には、自分たちはAI/ロボッ
トに仕事を奪われるのではないかという心配を
している学生がいます。実際、今後10～20年ぐ
らいの間に職業が半減するとか、現在の仕事の
40％近くがAIにとって代わられるとかいう研究
報告もあるようです。

また、そのような技術環境を背景として、
米国のGAFAや中国のBATなどのビジネスは世
界中の情報を独占しながら急速に拡大していま
す。現在のこのような状況からは、企業活動に
最も重要なものは「技術」、特に「AI」を高度
に活用できる企業が大きな利益を得るという構
図が導き出されそうです。

しかし、「ビジネスや技術の目的が、その成
功や進化を通じて最終的に「人間の幸福」を実
現することであるならば、企業活動の基盤には
常に経営倫理が据えられるべきであり、組織で
は経営倫理の視点が埋め込まれた意思決定が行
われるべきである」と、本号の論文を拝見して
感じました。

最後に、海外の学会大会にて論文作成のた
めのワークショップに参加したことがあります
が、研究に関する様々な情報を共有することが
でき、価値ある機会でした。梅津前会長も学会
大会時に同様のセッションを設定されていまし
た。今年は、小方信幸副会長が中心となり、リ
サーチ・メソッドや論文作成のワークショップ
を開催してくださる予定です。多くの方々のご
参加をお待ちしております。
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統一論題シンポジウム

AI/ロボット時代における経営倫理





2019年６月22日東京工業大学大岡山キャン
パスにて、第27回の日本経営倫理学会研究発
表大会が開催された。今回の統一テーマは「AI/
ロボット時代の経営倫理」とされ２日間にわ
たって執り行われた。統一テーマについてのパ
ネル討論も開催され多くの学会員が参加した。
具体的には日本におけるAI開発研究の第一人
者である日立製作所矢野和夫先生、慶應義塾大
学大学院システムデザインマネジメント研究科
委員長で教授の前野隆司先生をお迎えし基調講
演を頂戴した。また、その後日本経営倫理学会
長の梅津光弘先生及び研究発表大会実行委員長
の札野順先生を加えて、帝京平成大学の岡部の
司会でパネルディスカッションが行われた。

基調講演では矢野先生からAIについての話
がされた。AIの成長は「実験と学習」の積み重
ねであるとし、ロボットがブランコの乗り方に
ついて試行錯誤を通して、その漕ぎ方習得して
いくことなどの映像を用い分かりやすい説明が
なされた。人間は定石にとらわれ自分制限して
しまうが、AIはそれがない。「実験と学習」を
やめず、情報を共有することが重要と説いた。
また、社会における「ルール」の杓子定規な点
をAIに置き換えていく。柔軟な判断が求めら
れることがAIは得意であり、しっかり確立し
ていく事が出来るのではないか。また大きな目

的からスタートする事がAIをより活用できる
様になる。例えば「幸せ」は人類の目的である
が、センサーを通して「幸せ」を客観的数値化
する事を目指している。人は「幸せ」なときと、
そうではないときの心情が身体の動きに出て
くる。その情報を採取し、アンケートをとり、
その時にどのような身体の動きをしているかを
可視化する。わかったこととして、この動きが
その人自身が幸せと言うより、周りの人を幸せ
にしていることがわかってきた。周りを幸せに
する人がいる組織は生産性が高くなる傾向があ
る。

前野先生からは「AIロボット時代にどう生
きるか」のテーマで話をされ、テクノロジーの
すごさとそのテクノロジーをも凌駕する人の凄
さに関して話がなされた。AIやロボットが人
間を超えるにはまだ未解明のことがたくさんあ
る。例えば、いまだにロボットには「心のクォ
リア」はない。医者の「診断」はAIが出来ても、
看護師の「心の気配り」はできない。AIによっ
て「人間はより人間らしく生きていく」方向へ
すすむであろう。「人間らしさ」を考えたとき
に、20万年前は森に生きていた。現代の生活
は200年くらい前の産業革命から20年インター
ネットの生活であり本当に最近のことである。
AIやロボットに労働を任せ、人は人らしく幸

帝京平成大学 岡　部　幸　徳

統一論題シンポジウム
「AI/ロボット時代における経営倫理」開催概要
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せに生きていくように進むのがよいと考える。
「幸せ」は自分で本当にやりたいことをやる（自
己実現と成長）。やらされ感はだめ。ある会社
は社員の「幸せ」を目指すことを明言し、結果
として長期的に成長している。人と自分を比べ
ると「幸せ」は長続きしない。個性を発揮し、
自分らしさを活かす社会をつくることがAI時
代は大切になる。幸せを多面的に計り、幸せに
気をつける、仲間と利他的につながることで人
類史上最も幸せに生きていくことが出来る時代
になるとした。

パネルディスカッションでは、札野委員長
からは「科学技術者倫理」から「幸せ（ポジティ
ブサイコロジー）」への道筋をつける話があっ
た。技術者倫理分野ではこれまで安全や倫理の
課題を検討してきたが、「幸せ」、つまりよく生
きること、「Well-Being」の必要性に行き着い
た。現在はAIに名画ディープラーニングさせ
模倣させること可能になった。IEEEはAIがど
のような方向にすすむべきかをまとめた。この
中で、これから先のAIは、人間のWell-Beingに
どれだけ貢献しているかを検討するように明記
した。AI、ロボット、ゲノム編集の時代であっ
ても、求めるもの「よく生きること」であるい
う。

続いて、梅津会長より「幸せ」についての可
視化や数値の倫理学的視点からの検討課題につ
いて話があった。「幸福」を共通のキーワード
として話を進めwell-beingとユーダイモニアの
相違から、人の幸せは長期的にみるものである
し、数値化、見える化、定量化は承知している
がこの点をどう考えるか。功利主義的に考えれ
ば日立のアプリはおもしろい。「最大多数の最
大幸福」という考え方がある。ただ地域的価値
観の相違やグローバルな価値の相違などを考慮
すると数値化をどう評価すべきか。オープンエ
ンドの数量的分析は意味があるかという問題が

挙げられた。加えて「少数派の幸福」（正義論）
はどう考えるか？　さらに、「満足した豚のほ
うが、悩めるソクラテスよりよい」と言うこと
にならないか（質的功利主義）。帰結主義的な
考え方や、ケアの倫理などの考え方も出てきて
いる。最後に、AIのテーマにつなげるならば、
すべてのAI、ロボットに倫理的なサブルーチ
ンをどのように組み込むのかを問いたい。

パネリスト問いかけ：すべてのAI、ロボット
に倫理的なサブルーチンをどのように組み込む
のか？

ある種の倫理性を組み込む技術的には可能
であり、論理的な明確さも確保できるが、係数
をどのような範囲に決めて入れていくかがポイ
ントになる。その「ある種の倫理性（ルールの
可変性など）」をどうするかが問題であるが、
システム使用者の倫理性が問われると考える。

パネリスト問いかけ：AIにはパラダイムシフ
ト的な考察が可能か？
①アウトカムズをどう設定するかがポイント。
持続可能性の最大化を考慮しアルゴリズムを設
定するが、アウトカムズの設定は人にしか出来
ない。Well－Beingがこの点に重要な関係をも
つ。
②フレームワークを作っている時点で、その制
作者の倫理性が組み込まれることとなる。
③自己実現し他人のために行う事を考える長期
的な幸せを技術と哲学者が確認していくことが
大切ではないかと思う。

上記のような意見交換が行われた後、会場
の参加者からの質疑応答が行われ閉会した。

なお、本稿は、経営倫理実践研究センター
機関誌『経営倫理96号』筆者掲載稿を基に加
筆修正を行った。
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商人倫理に関する日韓比較研究
―  褓負商と近江商人  ―

A…comparative…study…on…merchant…ethics…in…Korea…and…Japan:
Pobusang…and…Omi-shonin

ABSTRACT
This…paper…focuses…on…the…merchant…ethics…of…the…Pobusang,…who…were…peddlers…in…the…
Chosun…dynasty.…In…addition,…we…research…some…of…the…similarities…and…differences…in…the…
merchant…ethics…between…Japan…and…Korea,… through…a…comparison…with… the…merchant…
ethics…of…the…Omi-shonin,…who…were…peddlers…during…the…Edo…period.
This…paper…proceeds…as…follows.…For…similarities,…there…are…（1）…the…strengths…of…group…ties…
and…their…complementary…spirit,…（2）…the…mutual…network…powers…as…a…point…of…contact…
in…case…of…an…emergency,…（3）…severe…rules…and…penalty…regulations…for…offenders,…（4）…a…
contribution…to…national…development…through…commercial…activity,…（5）…the…carrying…on…
of…a…commercial…activity…respecting…trust…and…sincerity.
In…terms…of…differences,…（1）…the…Omi-shonin…merely…recognized…“the…public,”…while…the…
Pobusang…distinguished… the…“state”… from…“society.”…（2）…The…Omi-shonin…were…strongly…
aware…that…as…Omi…people,…they…came…from…the…same…town,…while…the…Pobusang…had…a…
strong…awareness…of…their…roles…as…peddlers.…（3）…The…merchant…ethics…of…the…Omi-shonin…
were…“harmony”…based…on…Buddhism…（Jodo-shinshu）,…while…those…of…the…Pobusang…were…
“justice”…based…on…Confucianism.

キーワード
商人倫理、儒商、褓負商、近江商人、儒教

展した崔順実ゲート事件、2017年のサムスン
グループ李在鎔副会長による贈賄事件、2018
年の韓進グループの趙一族による一連のパワハ
ラ騒動など、とりわけ韓国の財界を代表する大
手財閥での不祥事が次々と露見した。そして、
2019年に入ると、今度は文在寅大統領の夫人
の旧友を語る議員の利権漁り疑惑や大統領の長
女とその家族のASEAN移住問題に絡む不正融

１．研究目的
昨今の韓国では、政財界を取り巻く不正や

疑惑が次々と浮上している。2014年末に起き
た韓進グループの趙顕娥副社長（当時）の航空
保安法違反、いわゆるナッツリターン事件は未
だ記憶に新しいが、この事件以降も2016年の
ロッテグループ辛東彬会長による横領・背任事
件や朴槿恵大統領（当時）の弾劾罷免へと発
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資疑惑など大統領周辺の疑惑がメディアで報道
されるようになった（1）。

このように、韓国では政財界のトップやそ
の家族・親族、側近らによる不正が顕著に見ら
れる。この背景要因として、中川（2018）で
は儒教倫理（①統治者のための倫理、②差別的
人間観、③対人関係に従う可変的な倫理観（2））
の存在を指摘した。朝鮮王朝時代、王族の下で
絶対的な統治を発揮していたのは両班だった
が、彼らには（日本の「武士道」に対する）「両
班道」のような自らを律する倫理が欠如してい
た。ここから、今の韓国のトップに求められる
のは「ノブレス・オブリージュ（高い地位に伴
う道徳的・精神的な義務や責任）」を徹底して
再教育すること。そして、元々朝鮮半島に存在
した「ソンビ精神」や「弘益人間」のような倫
理精神を再帰させることが肝要であると説い
た。一方で、儒教倫理の下では、農・工・商業
に対する厳しい職業蔑視が存在したものの、職
人たちは自らの職業倫理や勤労精神を密かに涵
養させてきたことも改めて指摘した（3）。

ところで、森澤、朴武日（2006）には、次
のような記載がある。「商人は教養もあり、儒
学の影響も深く受けているので、一般の商人と
は大いに異なり、仕事の中に儒家的思想や文化
を持っている。つまり儒教的色合いを持った商
いを行うゆえに儒商と呼ばれる。（中略）こう
した中国の商人と朝鮮時代の商人である義州、
開城商人は交易を通じて深いつながりを持って
接し、おのずと儒教的教養を持ち合わせながら
商業活動を行ったと考えられる（4）」

ここで一つの疑問が生じる。上記で見たよ
うに、そもそも儒教は商業を毛嫌いし、蔑視し
てきた。にもかかわらず、なぜ商人は「儒商」
と称されたのだろうか。また、儒教的色合いを
持った商いや儒教的教養を持ち合わせた商業活
動とはいかなることを指すのか。

上記の疑問を紐解くため、筆者はまず朝鮮
王朝時代に行商人として活躍した褓負商に関す
る数々の先行研究をレビューしていった（5）。そ
こで明らかになったことは、褓負商に焦点を当
てた研究は数多く存在するものの、彼らの商人
倫理に着目したものは散見されないということ
である。加えて、同じく江戸時代に活躍した近
江商人の商人倫理と比較した研究も未だ存在し
ない。

そこで、本研究では、「儒商」や儒教的色合
いを持った商いの中身を探るべく、とりわけ褓
負商の商人倫理に焦点を当て、その特徴を解き
明かすことを目的とする。それと同時に、近江
商人のそれとも簡便に比較することで、商人倫
理における日韓の類似点と相違点を明らかにし
たい。

2．褓負商とは何か
朝鮮王朝時代に商業を営んでいたのは、主

として公商と私商である。公商には国家の物資
調達や地方の特産物を納品する御用商人として
の貢人とソウルにおいて特定分野での営業独占
権（乱廛禁止権）を持つ市廛商人がいた。彼ら
は営業上の独占権を国から付与されたことで、
自らの勢力を拡大させてきた。また、組合を結
成する際には、縁故を重要な基準とし、その加
入可否に際しては血縁を最も優先させたと言わ
れる。このように、公商は国の庇護の下で独占
的かつ排他的な商行為を営んでいた存在であっ
た。

これに対し、私商は地方の露店市場に集ま
る行商人や彼らを相手に宿泊業・仲介業・金融
業などに従事する客主を指した。私商は国家の
物資調達には直接関与せず、公認も受けない弱
小商人たちであったが、その分、自生力は強
かったとされる。そのため、後に私商たちは商
業領域を自らの手で拡大させ、ついには市廛商
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人が持っていた乱廛禁止権までもが緩和される
ほど勢力を伸ばしていった（6）。

さて、本研究で取り上げる褓負商だが、彼
らはいつ頃から登場したのだろうか。実のとこ
ろ、その起源は不明なままである（7）。ただ、朝
鮮王朝の高宗の時代、すなわち釜山港が開港し
て間もなくの1879年に褓負商と漢城府で交わ
された「漢城府完文」に褓負商の権利と義務が
確認できる。具体的には、褓負商の資格を持た
ない者が行商などの商行為を行うことを公的に
禁じている（8）。加えて、1883年には、恵商公局
と呼ばれる管轄所を設置し、全国の褓負商を国
が統括したという記録も残っている（9）。要する
に、褓負商は後に国の庇護の下で強力な組織へ
と発展していったのである。以上を鑑みるに、
褓負商を私商と公商で明確に区分するのは難し
く、むしろ私商から公商へと徐々に転じた商人
だと見るのが適切であろう。

その褓負商であるが、元々は褓商と負商の
２つに分けられる。褓商は金銀・毛織物・化粧
品・呉服・反物・小間物・冠具・装身具など比
較的小さくて軽いモノを風呂敷に包んで歩く行
商人を指した。他方、負商は木製品・竹製品・
鉄器・陶器・漆器・干し魚・箕・笠・草鞍など
比較的大きくて重いモノを「チゲ」と呼ばれる
専用の道具に乗せ、それを背負って運ぶ行商人
のことであった（10）。

朝鮮王朝時代の褓負商は社会的身分も低く
（褓商より負商のほうが貧しく）、なり手の多く
は定住する家もなく、身寄りのない人たちで
あったとされる（11）。また、単独で全国の市場
を回り続けることは交通の不便さや盗賊に襲わ
れるなどのリスクも伴う（12）。それゆえ、褓負
商は相互に扶助し、団結するための集団を組織
した。それが褓負商団である（13）。褓負商団は
富裕な商人によって組織された事例もあったと
されるが、一般的には零細な行商人たちの自助

努力によって組織された集団である（14）。では、
そんな彼らが有する商人倫理とはいかなる特徴
を持つのだろうか。

3．褓負商の商人倫理の諸特徴
褓負商ならびに褓負商団において遵守され

た倫理精神は、主として４項目である。本研究
では近江商人の「三方よし」に倣い、褓負商の
商人倫理を「四方よし」と名付けたい。では、
四方とは具体的に何を指すのか。それは国家、
社会、顧客、そして対内的の４つである。

　
図１　褓負商の「四方よし」の精神

（出所）黄善民（1989）、p29に筆者が若干加筆。

まずは、褓負商団、すなわち褓負商どうし
の間で求められた対内的理念を見てみよう。
対内的理念で重視されるのは情誼、すなわち

「情」である。韓国心理学会の会長を歴任した
故チェ・サンジンの研究によれば、日韓の集団
を意味する言葉として、韓国は「ウリ」、日本
は「われわれ」が挙げられる。韓国の「ウリ」
には「家族性－人間関係中心的」、日本の「わ
れわれ」には「集団組織性－活動中心的」とい
う特徴がある。その上で、集団に対する日韓の
顕著な違いは、日本人は韓国人ほど「情」を感
じないが、反対に韓国人は「ウリ」という集団
に対し、多くの「情」を感じていることだと指
摘する。このことは韓国人の「ウリ」という集
団では、たとえ血縁関係がなくとも、相互に

「疑似家族的要素」が求められることを意味す
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族的要素」が集団に求められるのである。それ
ほどまでに集団内では「情」が重要だと考えら
れる。

では、褓負商の対内的理念である情誼とは
いかなるものなのか。それは褓負商団の強い組
織力が指摘できる。彼らは商団員を把握するた
めに、全国各道に接長（任房）や都接長（任房長）
と呼ばれる統括者を配置した。これにより、タ
テ型のピラミッド組織を作り、上下関係を徹底
して遵守させてきたのである。このことは歴代
の役員名簿である「青襟録」や代表者の名簿で
ある「先生案」にも記録が残っている。また、
組織の規律遵守という点では、褓負商団の運営
規約である「節目」と「章程」が存在し、「沙
鉢通文」と呼ばれる組織間の緊急連絡網の存在
も確認できる。さらに、漢城府から発行される

る（15）。
表１は韓国人の「ウリ」と日本人の「われ

われ」概念の属性に対する連想反応を示してい
る。集団に対して、韓国人は「情」をはじめ「心
の平安」や「相手への関心」を連想するが、日
本人は韓国人ほどそれらを連想しない。他方、
日本人の場合は集団に対して「共通性」や「所
属感」を連想するという。また、表２は韓国人
の「ウリ」と日本人の「われわれ」の形成条件
を表している。こちらも韓国人は「メンバーと
情を分かち合う」や「家族のように近くにいて
あげる」あるいは「集団の目標のために、個人
の利害関係を犠牲にする」などが挙げられ、日
本人のそれと顕著な差が見受けられる。言い換
えれば、韓国人の場合、互いに血縁関係がなく
とも、まるで家族を感じられるような「疑似家

表１　韓国人の「ウリ」と日本人の「われわれ」概念の属性に対する連想反応（５点尺度）

（出所）チェ・サンジン、キム・ギボム（2011）、p223。

表２　韓国人の「ウリ」と日本人「われわれ」の形成条件（５点尺度）

（出所）チェ・サンジン、キム・ギボム（2011）、p225。
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その処罰の項目は、罰目として明示されて
いる。例えば、「禮山任房立儀節目」を見てみ
ると、内部規律では、組織の幹部に対する欺
瞞、同僚に対し道理に背く行為、礼儀不遜、相
互扶助の義務の怠慢、年会の不参加と共会時の
騒ぎに対する処罰などを規定している。また、
外部規律として、不孝不悌、年長者の凌辱、
酔っ払い、強制売買や押し売りに対する罰目を
明示している。この外部規律には商人として守
るべき事柄以外にも、儒教社会の人間関係で要
求される徳目までもが含まれていることは注目
に値する（18）。

いずれにしても、組織内での幹部に対する
不当行為や仲間内に対する不義理などに対して
は臀部を叩かれる体罰（19）以外にも、重い罰金
制度が儲けられており、規律を徹底して遵守さ
せてきたことがよくわかる。

「完文」には、官許により商業の権利を獲得し
たことも記録に残されている（16）。

組織力はタテだけでなくヨコのつながりも
堅固であった。ヨコ、すなわち仲間同士では

相愛相恤や患難相救という言葉に見られる
ように、相互扶助の精神が根強く見られた。例
えば、「春収銭（仲間が病気になった際の治療
費）」や「秋補銭（仲間が亡くなった際の葬礼費）」
と呼ばれる費用を仲間同士で出し合った。ま
た、「信票（験票または帖紙）」と呼ばれる身分
証を常に携帯し、道中ですれ違った際は、褓負
商ならではの決まった台詞にのせて生国や姓を
丁寧に名乗ることで、互いに仁義を切ったとい
う。このように褓負商団にはタテとヨコそれぞ
れの堅固な繋がりが見て取れたが、これを維持
すべく、組織内では厳格な規律が求められた。
そして、規律違反に対しては厳重な処罰が下さ
れたのである（17）。

表３　「禮山任房立議節目」における罰目14項目

（出所）鄭勝謨著、朝倉敏夫監修、林史樹訳（2002）、pp.115-118。
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残り３つの商人倫理を見てみよう。まず、国
家に対する理念は忠義である。「盡忠」とは国
家に心身を捧げることを意味し、すなわち「盡
忠報国」とは国に忠義を尽くして、国からの恩
に報いることを示している。褓負商が行う商業
活動はまさに国家の恩徳であることを強調して
いる（20）。「赴湯蹈火」の「赴湯」とは熱湯に立
ち向かうことを指し、「蹈火」は熱湯を踏みつ
けることを指す。そこから「赴湯蹈火」は苦し
むことを恐れず危険なことをすることを意味す
る。これらに見るように褓負商団は商団の利益
よりも、常に国益を優先して活動した（21）。そ
の他にも、褓負商は市場の管理者として税金の
徴収を担当した。また時には連絡・通信役とし
て各地方の情報を報告し、治安維持や偵察業務
も兼ねた。もし、何らかの異常が見つかれば、
彼らが有する「沙鉢通文」という連絡網を通じ
て王朝へ即座に通告をした。さらに、戦争など
の有事の際には、特殊兵団として動員され、国
防面でも活躍するなど国から信頼された組織で
あったことが窺い知れる（22）。

次に、社会に対する理念は禮義であり、具
体的には次の４つから成る。一つ目は「勿亡言」
である。これは「嘘をつくな、自身の発言に責
任をもて」ということである。二つ目は「勿悖
行」である。「悖」の字は元々「道理に背く・
反する」という意味だが、ここから「社会的に
指をさされることはするな」と警鐘を鳴らして
いる。三つ目は「勿淫乱」で、「心が乱れるこ
となく常に警戒させよ」という戒めである。最
後は「勿盗賊」で、これは字のままの意味では

「盗みを働くな」であるが、それと同時に「暴
利をむさぼるな」という商いにおける商人道も
込めている（23）。なお、これらの４つの項目は、
褓負商の身分証の裏面にも記載されており、常
に目視できるように配慮されている。このこと
からも、集団内では常に厳しい規律が求められ

ていることが見て取れよう。
最後に、顧客に対する理念は信義である。

一つは「有無相通」である。字の意味は、ある
ものとないものとが互いに融通し合うことであ
る。儒教において、商人の商業活動は暴利をむ
さぼる行為だとみなされてきた節がある。その
誤解が商業蔑視を生んだといっても過言ではな
い。しかし実際はそうではなく、商人たちは商
業活動を通じて、「有無相通」をするのである。
要するに、私腹を肥やすのではなく、物貨の有
無を相通することで、民衆生活の便宜を高める
ことを目指しているのである。もう一つは「商
道遵守」である。親切な言行を維持し、ごまか
しで販売せず、押し売りもしないことを約束す
るものである（24）。日本では石田梅岩の石門心
学よろしく、かねてより商人道が提唱されてき
たことは周知の事実である。だが、あまり日本
では知られていないが、実のところ、褓負商に
もそれに順ずる商人道が存在していたことは注
視すべき点であろう。

4．近江商人の商人倫理の諸特徴
さて、日韓比較に際し、近江商人の商人倫

理の諸特徴を概観してみよう。周知のとおり、
近江商人とは近江国（現在の滋賀県）に本店（本
家）を置き、他国へ行商をしていた商人の総称
である。「近江国」以外で活躍した近江商人は、
全国各地に設けた出店の丁稚、手代、番頭と
いった店員のほとんどが近江人で占めるほど強
い同郷意識で結束していた（25）。その結束力は
卓越した情報収集力や伝達力、分析力を生み出
した。著名な逸話として、「桜田門外の変」が
起きた際、その事実を彦根藩にいち早く伝えた
のが近江商人だったとされる。井伊家の江戸屋
敷から彦根城に事件の詳細が伝わるよりも半日
早かったそうである（26）。このような近江人と
しての強い同郷意識や結束力は、相互に助け合
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5．インプリケーションと今後の課題
これまでの論述を踏まえ、褓負商と近江商

人の商人倫理の特徴を比較しつつ、双方の類似
点と相違点を提示したい。まず、前節で見たよ
うに、近江商人の商人倫理の特徴として、①近
江人としての強い同郷意識や結束力と相互扶助
の精神、②有事の際の通信役としての役割、③

「三方よし」の精神の３つを挙げる。そして、
これらの背景要因として、仏教（浄土真宗の）
精神を指摘したい。具体的には、「信用」「正
直」「誠実」などから来る「禁欲」や「勤勉」
の精神、「耐忍」や「和合」、そして社会奉仕と
しての「陰徳善事」である。

これに対し、褓負商の商人倫理の特徴に
は、①仲間内の相互扶助と厳しい規律の適
用、②有事の際には従軍も義務付けられ、時に
兵団まで組織したこと、③「四方よし」の精神
の３つを挙げる。そして、これらの背景要因と
して、儒教精神を指摘したい。本来の褓負商団
は利益共同体であるものの、中身は「情」を
第一に考える血縁共同体のようであった。言
い換えれば、褓負商団は血縁関係こそないも
のの、同じ褓負商という職業を通じて、互い
に「疑似家族的要素」で結束していることが指
摘できる。加えて、商団内で厳格な規律が存在
し、儒教社会の人間関係に適用可能なルールも
散見された。そもそも、儒教では商業そのもの
が蔑視の対象であったが、商業を営む褓負商た
ちは皮肉にもその儒教の徳目に基づき堅固なタ
テ関係が形作られ、ヨコの仲間内も強い「情」
でつながっていたことが明らかとなった。

以上を整理した上で、商人倫理における日
韓の類似点と相違点を示したい。まず類似点と
しては、対内的と対外的の２つに分けられる。
前者は（１）集団内における結束力や互助の精
神、（２）有事の際には連絡役もこなす相互の
ネットワーク力、（３）厳しい規律と違反者へ

い、社会への責任や貢献を強く自覚させた。そ
のことが進出した地域とも良好な関係を築いて
いく礎となった（27）。彼らは利益を最優先に考
えるのではなく、世の中の需給を調整すること
を商人の責務と捉えた。そして、その責務遂行
の結果、余沢として利益が得られるとの考えを
貫徹したのである（28）。

では、このような近江商人の経営理念とは
いかなるものなのか。その特徴は仏教、とりわ
け浄土真宗に由来するものと捉えることができ
る（29）。まず基礎となるものは「信用」である。
商人にとって信用は不可欠なものだが、この信
用を生み出すものが「正直」や「誠実」といっ
た精神に表れている（30）。これらの精神を土台
としつつ、近江商人は「禁欲」や「勤勉」とい
う言葉を大切にした。「禁欲」は、「始末」「節
約」「倹約」「節倹」という言葉でも見ることが
でき、「勤勉」も「精勤」「励む」といった言葉
で確認できる（31）。近江商人に有名な「質素倹約」
や「始末してきばる」という言葉も上記の精神
から生じたものである（32）。そして、これらの
精神に反した場合には罰則も設けている。具体
的には押込隠居や出入差止め、閉鎖といった処
罰が挙げられる（33）。

また、「耐忍」「和合」「陰徳善事」も挙げ
られる。「耐忍」は苦しいことも我慢して耐え
忍ぶことを指し、「和合」は互いに思いやり、
分かりあうことを指す。「陰徳善事」は仏教の
因果応報思想に基づき、「喜捨」や「施与」と
同義語だとされる。「陰徳」そのものは仏教用
語ではないとされるが、人知れず善行を行な
い、社会への奉仕精神を欠かさない近江商人の
商人道を言い表す象徴的な言葉といえるだろ
う（34）。あまりに有名な「売り手よし」「買い手
よし」「世間よし」で表される「三方よし（35）」
の精神も彼らの商人倫理の特徴から導かれたも
のであることは言を俟たない。
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ができ、「情」を通じて疑似家族的なヨコの関
係が形成された。要するに、儒教により褓負商
としての結束力が一段と強められたのである。
そして、これらのことは儒教の「義」の精神で
いっそう強化され、「四方よし」に見られるよ
うに、国家や社会、顧客に対しても自らの商業
活動を通じて、貢献することができた。これに
より、商業活動にもいささか自尊心が芽生え、

「儒商」や儒教的色合いを持った商いと評価さ
れるに至った。すなわち、商業を蔑視していた
はずの儒教が、実は褓負商の商業活動に一役
買っていたのである。

最後に、本研究の限界と今後の課題を挙げ
ておきたい。これまで日韓の商人それ自体に関
する研究は数多く見受けられたが、両国の商人
倫理に焦点を当てて比較した研究は本研究が初
めてだと思われる。しかしながら、未着手分野
の開拓が目的とはいえ、日韓の商人倫理の類似
点と相違点を列挙するという至って単純な作業
に止まった感はどうしても否めない。今後、さ
らに研究が蓄積されれば、比較の基準が明確と
なり、また別の新たな知見が生まれるだろう。

上記のとおり、近江商人と褓負商には類似
点も見受けられたが、同時に相違点も明らかに
することができた。今後の課題としては、相違
点に基づき、褓負商の特徴をさらに追究するこ
とが求められる。すなわち、①褓負商の国家観
や社会観とはいかなるものであったのか。②褓
負商という職業に対する意識ならびに職業倫理
がいかに強かったのか。③儒教あるいは儒教倫
理が褓負商の商人倫理の形成にどれだけの影響
を与えたのかの３点である。

注
（１）… …各種報道より。
（２）… …尹 泰 林 著、 馬 越 徹・ 稲 葉 継 雄 共 訳

の罰則規定が挙げられる。後者は（４）商業活
動を通じて国の発展に寄与し、社会へ貢献する
姿勢、（５）信用や誠実を大事にしながら商業
活動を営むことが挙げられる。

他方、相違点としては、１つ目に、近江商
人では「世間」と捉えられていたものが、褓負
商では「国家」と「社会」に分けて捉えられて
いることが挙げられる（36）。２つ目に、意識の
違いがある。近江商人は近江人としての同郷意
識が強かったが、褓負商は行商人という職業そ
のものへの意識が強かったことが挙げられる。
３つ目に、商人倫理における思想・精神の違い
がある。近江商人の商人倫理は仏教（浄土真宗）
精神に基づき、「陰徳善事」や「耐忍」「和合」
などが重視された。他方、褓負商は儒教精神に
基づき、組織内では「情」によるタテとヨコの
堅固な人間関係が規律づけられた。ただ、「疑
似家族的要素」まで求める強固な「情」は、か
えって規律違反の際の罰則を強化した要因にも
なったと思われる。体罰まで実施されたことも
加味すれば、近江商人よりも褓負商のほうが組
織内の規律が厳格であったと考えられよう。

以上のことから、近江商人と褓負商の違い
は、仏教精神と儒教精神の違いに見出すことが
できる。このことは「和」の精神と「義」の精
神の違いと言い換えることもできよう。すなわ
ち、「和合」に見るように、近江商人の商人倫
理は「和」で表される。他方、褓負商のそれは

「忠義」「禮義」「信義」のように、「義」で集約
されるのではないかということである。

本研究では、儒教により蔑視されたはずの
褓負商がなぜ「儒商」や儒教的色合いを持った
商いなどと称されたのかを問うたが、褓負商の
商人倫理を紐解くことで、その一端が明らかと
なった。朝鮮王朝時代、儒教は商業そのものを
蔑視していたが、皮肉にもその儒教のおかげで
褓負商には厳しい規律に基づくタテの人間関係

‒ 16 ‒



（2005）、文化史的意味からアプローチ
したイム・ボング、パク・ミス（2013）
が挙げられる。さらに、晋州、元洪州六
郡、忠南西南部など特定の地域に着目
した研究として、崔淳姫（1992）、黄義
千（1992）、チョ・ヨンジュン（2009）、
キム・ダルコン、パク・ヨンシク、キ
ム・ジンス（2015）、国立普州博物館編

（2017）がある。
（６）… …金哲雄（2006）、pp.67-68や桑野（2002）、

pp.105-106を参照。
（７）… …趙璣濬著、徐龍達訳（1981）、p240や文

定昌（1941）、p43を参照。ただ、須川
（1994）によると、褓負商の組織は李氏
朝鮮王朝の建国時に起源を有するとい
う。具体的には、李朝建国時に太祖李成
桂の軍事行動に際し、軍糧輸送を担当
し、負商たちが各道の往来と行商権を
与えられたことだとする。須川（1994）、
p287。

（８）… …須川（1994）、p288。
（９）… …趙璣濬著、徐龍達訳（1981）、p240。
（10）… …須川（1994）、p287、および林（2004）、

p26を参照。
（11）… …ただ、負商に比べ、褓商は家族を持

ち、帰る家があったとされる。須川
（1994）、p287。

（12）… …黄皙暎（1982）、pp.24-26。
（13）… …林（2004）、p26。
（14）… …李憲昶（1996）、p11。
（15）… …チェ・サンジン、キム・ギボム（2011）、

pp.230-231。
（16）… …須川（1994）、p287、および李憲昶（1996）、

p11。
（17）… …林（2004）、pp.27-28。
（18）… …李憲昶（1996）、p12。
（19）… …処罰は公開され、常に携帯している勿

（1975）、pp.87-88。
（３）… …詳細は中川（2018）を参照のこと。
（４）… …森澤、朴武日（2006）、p55。
（５）… …先行研究は主として、日本語文献と韓

国語文献に分けられる。前者では戦前に
行われた研究として、善生（1924）や
善生（1925）が嚆矢であり、その後、
白南雲（1933）、李能和（1937）、崔虎
鎮（1942）、文定昌（1942）といった朝
鮮人研究者による研究が次々に登場す
る。戦後、少々時間が空き、再び1980
年代前後から高秉雲（1978）、趙璣濬
著・徐龍達訳（1981）、黄皙暎（1982）
などが著される。1990年代に入ると、
須川（1994）、林（1999）、そして2000
年代には鄭勝謨著・朝倉敏夫監修・林
史樹訳（2002）、林（2003）、森澤・朴
武日（2006）、金哲雄（2006）などが挙
げられる。総じて、日本語文献は数が少
ないという印象である。

　　　…他方、後者は李昌植（2001）、李勲燮
（2004）、イ・インヒ（2014）、林暻煕
（2014）など褓負商を概観した研究が
あるものの、テーマごとに分類可能な
ほど研究が多岐にわたっている。例え
ば、車相瓚（1938）、柳子厚（1948）、
劉教聖（1958）、朴元善（1965）は褓負
商の歴史的変遷と運営構造に着目し、
金柄夏（1960）、韓㳓劤（1970）、趙宰
坤（2001）、趙宰坤（2003）は社会経済
史的側面に着目している。また、李光麟

（1985）は褓負商の政治活動に着目する。
その他にも、褓負商の経営活動からアプ
ローチした黄善民（1989）、黄善民、李
勲燮、韓國傳統商學會編（1990）、社会
福祉的意味からアプローチしたチョ・
ヨンホ（2003）やクァク・ヒョムン

‒ 17 ‒



（36）… …「世間」の日韓比較については、中川
（2014）にて試論を呈している。

《韓国語文献》
・…イ・インヒ（2014）『韓国の商人精神と商人

国家』ドゥナム。
・李昌植（2001）『韓国の褓負商』ミルアン。
・…李勲燮（2004）『韓国伝統経営論』トップ21

ブックス。
・…李光麟（1985）「甲申政變と褓負商」『東方

学志』延世大学校国学研究院49巻０号、89-
111頁。

・…イム・ボング、パク・ミス（2013）「褓負商
の文化史的意味と内浦褓負商村のストーリー
テリング研究」『観光経営研究』57巻０号、
観光経営学会、315-338頁。

・…林暻煕（2014）『慶尚道で朝鮮の褓負商に会
う』民俗院。

・…キム・ダルコン、パク・ヨンシク、キム・ジ
ンス（2015）「朝鮮時代の商業と負褓商組織
－晋州圏域を中心に」『経営史学』第30集第
２号、韓国経営史学会、５-26頁。

・…金柄夏（1960）「褓負商に関する考察」『経
済学論集』第３巻１号、中央大学校経済学研
究院、420-456頁。

・…クァク・ヒョムン（2005）「朝鮮朝負褓商の
社会福祉的性格に関する研究」『韓国行政史
学誌』第17号、韓国行政史学会、35-64頁。

・…国立普州博物館編（2017）『晋州商務社－褓
負商から近代市場商人へ』社会評論アカデ
ミー。

・…國立民俗博物館（2010）『褓負商…再び道に出
る』國立民俗博物館。

・…チェ・サンジン、キム・ギボム（2011）『文
化心理学－現代韓国人の心理分析』知識産業
社。

・…崔淳姫（1992）「元洪州六郡商務右社」民俗

尾杖で行われた。また、未婚男女の品行
にも厳格な規律があり、制裁は死刑に
まで及ぶことがあるという。林（2004）、
p27。

（20）… …黄善民（1989）、p30。
（21）… …黄善民（1989）、p120。
（22）… …林（2004）、p26などを参照。
（23）… …黄善民（1989）、p120、李昌植（2001）、

p258。
（24）… …黄善民（1989）、p120。
（25）… …西口、辻田（2017）、p48。
（26）… …西口、辻田（2017）、p66。
（27）… …西口、辻田（2017）、p59。
（28）… …小倉（2003）、p42。
（29）… …小倉（2005）、p99および小見山（2009）、

p86。
（30）… …芹川（1997）、p208。
（31）… …芹川（1997）、p202。
（32）… …芹川（1997）、p206。
（33）… …小倉（2003）、pp.46-50。
（34）… …芹川（1997）、pp.206-207。
（35）… …「三方よし」を初めて提唱したのは、小

倉榮一郎だとされる。小倉（1988）、
p54に「有無相通じる職分観、利は余沢
という理念は近江商人の間で広く通用
しているが、ややむずかしい。もっと平
易で「三方よし」というのがある。売手
よし、買手よし、世間よしという商売
でなければ商人は成り立たないという
考え方である」との記載がある。ただ、
宇佐美（2015）は、小倉の「三方よし」
が年次をおって表現に変容があること
を指摘する。加えて、「三方よし」とい
う用語を経営や商法と関連づけて使用
したのは廣池千九郎が初めてであった
とする。この点は足立政男説を提唱する
末永（2005）とは一線を画している。

‒ 18 ‒



・…宇佐美英機（2015）「近江商人研究と「三方
よし」論…」…『滋賀大学経済学部附属史料館研
究紀要』第48号、31-45頁。

・…小倉榮一郎（1988）『近江商人の経営』サン
ブライト出版。

・…小倉榮一郎（2003）『近江商人の理念－近江
商人家訓撰集』サンライズ出版。

・…小倉幸雄（2005）「近江商人の合理性と経営
倫理」『地域経済』第24集、岐阜経済大学地
域経済研究所、91-101頁。

・…金哲雄（2006）「朝鮮王朝時代（1392-1910年）
の商業思想」『東アジア研究』第46号…大阪経
済法科大学アジア研究所、67-70頁。

・…桑野栄治（2002）「朝鮮社会の産業構造」古
田博司・小倉紀蔵編『韓国学のすべて』新書
館。

・…高秉雲（1978）『近代朝鮮経済史の研究』雄
山閣出版。

・…小見山隆行（2009）「江戸期の商人精神と企
業家精神の生成に関する考察」『商学研究』
第49巻第３号愛知学院大学論叢、77-95頁。

・…末永國紀（2005）「近江商人の経営理念につ
いて……「三方よし」とCSR」『同志社商学』56
巻、５-６号、73-84頁。

・…須川英徳（1994）『李朝商業政策史研究－
十八・十九世紀における公権力と商業』東京
大学出版会。

・…芹川博通（1997）『日本の近代化と宗教倫理
－近世近江商人論－』多賀出版。

・…善生永助（1924）『朝鮮の市場』朝鮮総督府
調査資料第８輯。

・…善生永助（1925）『朝鮮人の商業』朝鮮総督
府調査資料第11輯。

・…崔虎鎮（1942）『近代朝鮮経済史－李朝末期
に於ける商業及び金融』慶応書房。

・…趙璣濬著、徐龍達訳（1981）『近代韓国経済
史』高麗書林。

苑編『褓負商資料集－元洪州六郡編』。
・…趙宰坤（2001）『韓国近代社会と褓負商』ヘ

アン。
・…趙宰坤（2003）『近代激変期の商人－褓負商』

ソウル大学校出版部。
・…チョ・ヨンジュン（2009）「19-20世紀褓負商

組織に対する再評価－元洪州六郡商務右社を
中心に－」『経済史学』47巻０号、経済史学
会、39-77頁。

・…チョ・ヨンホ（2003）『朝鮮後期褓負商の社
会福祉的性格と機能に関する研究』東国大学
校社会科学大学院社会福祉専攻修士論文。

・…車相瓚（1938）「朝鮮の負褓商」『朝光』、４-
９頁。

・…朴元善（1965）『負褓商』韓国研究院。
・…韓㳓劤（1970）『韓国開港期の商業研究』一

潮閣。
・…黄義千（1992）『開港期褓負商の組織と活動

に関する研究－忠南西南部地方を中心に－』
公州大学校教育大学院歷史敎育専攻修士論
文。

・…黄善民（1989）『負褓商の經營活動研究』保
景文化社。

・…黄善民、李勲燮、韓國傳統商學會編（1990）
『負褓商研究』保景文化社。

・…劉教聖（1958）「忠淸右道苧産八區商務社右
社－李朝末期褓負商の組織と機能に対する
一考察」『歴史学報』10巻０号、歴史学会、
167-196頁。

・…柳子厚（1948）『朝鮮褓負商攷』正音社。

《日本語文献》
・…李能和（1937）「朝鮮の負・褓商とその変遷」

朝鮮総督府『朝鮮』271号、43-59頁。
・…李憲昶（1996）「韓国の市場－褓負商の役

割とその歴史的背景」『月刊韓国文化』10月
号、ああとしすてむ、10-14頁。

‒ 19 ‒



・…鄭勝謨著、朝倉敏夫監修、林史樹訳（2002）
『市場の社会史』法政大学出版局。

・…中川圭輔（2014）「韓国型企業不祥事の特徴
に対する文化的試論－韓国人の行動様式お
よび心理的特性に着目して」『Erina…report』
No.118、環日本海経済研究所、46-54頁。

・…中川圭輔（2018）「韓国の社会事情と職業倫
理に関する予備的考察」『アジア経営研究』
第24号、アジア経営学会、199-212頁。

・…西口敏宏、辻田素子（2017）『コミュニ
ティー・キャピタル論－近江商人、温州企
業、トヨタ、長期繁栄の秘密』光文社新書。

・…林史樹（1999）「朝鮮・韓国の市場研究略史」
村山智順『朝鮮場市の研究』国書刊行会。

・…林史樹（2003）「韓国・朝鮮社会になぜ移動
商人が多く存在するのか？－社会の流動性
を中心に」『韓国朝鮮の文化と社会』２号…韓
国・朝鮮文化研究会、182-210頁。

・…林史樹（2004）『韓国のある薬草商人のライ
フヒストリー…:「移動」に生きる人々からみ
た社会変化』御茶の水書房。

・…黄皙暎（1982）「市を渡り歩く担ぎ商人」安
宇植編訳『アリラン峠の旅人たち』平凡社。

・…白南雲（1933）『朝鮮社会経済史』改造社。
・…文定昌（1941）『朝鮮の市場』日本評論社。
・…森澤久雄、朴武日（2006）「朝鮮後期にお

ける商道の台頭と日本への影響と商人活動」
『岐阜女子大学地域文化研究』23号、42-62頁。

・…尹泰林著、馬越徹・稲葉継雄共訳（1975）
『韓国人―その意識構造―』高麗書林。

‒ 20 ‒



東北大学大学院 杜　　　雨　軒
Tohoku…University Du, Yu-Xuan

AI新時代における経営倫理の発展の現状と課題
―  導入前後の比較シミュレーションを中心に  ―

Current…Status…and…Issues…of…the…Development…of…Business…Ethics…in…the…New…AI…Era:
Based…on…Comparative…simulation…before…and…after…the…introduction…of…AI

ABSTRACT
This…paper…mainly… focuses…on… the…analysis…of…both…positive…and…negative… impacts…of…
the… advent… of…AI… on…business…management… and…particularly… ethical… influence… from…
stakeholder’s…relationship…management,…for…the…sake…of…employees,…consumers,…business…
partners,…shareholders…(investors)…and…local…communities.…We…found…that…compared…with…
the…work…content…and…future…of…AI,…people…tend…to…focus…more…on…the…negative…effects…
it… could…bring,…which…would…shake… their… trust… in… the…AI… system… itself,… and…choose… to…
transfer…responsibility… from…themselves… to… the…developers…or…manufacturers.…Therefore,…
the…author…believes… that… it… is…of…great… significance… to…make… the…black…box… transparent…
and…give… legitimacy… to…an… “Explainable…AI”… system… that… can… fulfill… accountability… to…
stakeholders.

キーワード
人工知能、経営倫理、ステークホルダー・マネジメント、説明責任、レジティマシー

あり、ビジネスの未来をアクティブ化する際
に、様々なアイデアから社会的意義のある新た
な価値をビジネスの世界に創造し、業務の効率
化、働き方の生産性、創造性を変えていく経営
イノベーションを起こした。

一方、2016年３月には、グーグルのAI「ア
ルファ碁」は画像認識の技術に加え、深層学習
を導入することにより、一挙に、世界最高と言
われている韓国プロ棋士イ・セドル氏を互先で
破った。それを機に、コンピュータにとって創
造的・戦略的思考を必要とする複雑なボード

１．はじめに
近年、脳科学、認知科学が急速に発展する

につれ、AI（Artificial… Intelligence：「人工知
能」）は理論と技術が成熟化し、次世代の経済
発展に大きく寄与する技術として注目されるよ
うになった。計算機科学の一分野として、AI
は現在、主に自動制御、電気電子技術、情報工
学など各分野に応用され、企業経営への発展を
大きく促進するとともに、多くの伝統産業に新
たな転機をもたらした。従来の産業革命とは
異なり、AIはパースペクティブな技術潮流で
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ゲームで人間に勝つのが遥かに困難である（1）と
考えていた人間は、囲碁2000年の歴史を１～
２年で一気にキャッチアップする学習能力があ
るAIを恐れるようになった。そういった背景
の中で、「人工知能脅威論」など様々な科学技
術の倫理問題に関する世論が社会全体に蔓延し
始め、国内外でロボット・AI時代における企
業倫理をテーマに行われた研究もますます多く
なっている。それは人間とAIとの関係の問題
が、現在であろうと未来であろうと、人間社会
にとってずっと回避できない問題であることを
示している。従って、AIへの認知を正確に把握
し、そういったブームにおいて企業としての倫
理観がどうなっているかを探求することは、企
業経営のソフト・パワーやサステナビリティー
の向上にとって極めて重要な現実的意義を持っ
ている。

AI時代の潮流に乗って企業の倫理的行動は
どのような変化し得るのかという問題を明らか
にするために、本稿では、企業を取り巻くス
テークホルダー、すなわち従業員、消費者・取
引先、株主・投資家、地域社会などへの配慮の
視点に立ち、経営倫理の発展においてAIがど
のような役割を果たしたのかを見出したい。そ
の上で、AI社会の到来が企業経営、とりわけ
ステークホルダー・マネジメントに与える倫理
的な影響の内容を積極的側面と消極的側面に分
けて比較検討を行っていく。

これまでAIの重要性やそれ自体の倫理リス
クを様々な側面から捉える既存研究とは異な
り、本稿は経営学的視座に立ってマルチステー
クホルダーに対するAIの倫理的影響を整理し
明瞭化することを通じて、AI活用に基づく各
分野の企業の戦略的な意思決定や行動選択に理
論的枠組みを提供するとともに、あまりにAI
のネガティブ影響に主眼を置いている社会現象
を剔抉するものであり、これまでにない新規性

と学問的意義を持っている。

2．先行研究
AIの レ ベ ル は「 弱 いAI（Artificial…Narrow…

Intelligence,…ANI）」、「強いAI（Artificial…General…
Intelligence,…AGI）」、 そ し て シ ン ギ ュ ラ リ
ティへ至る革新的な「超AI（Artificial…Super…
Intelligence,…ASI）」の３つに分けられるが、
これまで幅広く利用されてきたAIはまだ人間
に依存する度合いが高いので、「弱いAI」に
位置付けられている（王春暉：2018）。1956
年に「ダートマス会議」でAIという概念が
ジョン・マッカーシー氏によって命名されて
以来、AI技術は様々な分野で指数関数的に
進化を続けている。人間はAIの便利さを実
感する一方で、その社会実装がもたらす脅威
に懸念を持っている。現在、最も早く機械学
習（Machine…Learning）（2）、深 層 学 習（Deep…
Learning）（3）やAIを開発・使用した企業でさ
え、それらが創造したスキーマ・マシン（4）が人
間や社会に及ぼす倫理的な影響を討議し始める
ようになってきた。

２．１　AI倫理について
人間は常に、ある新しい技術の誕生に期待

しているが、その進化や普及に対して不安を抱
いている。AIはその勃興が必然的なトレンドに
なる時、IT（Information…Technology：「情報技
術」）より猛烈な変革の波を引き起こすことが
予想されている。マシンのもたらした迅速な変
化が人間にどのような影響を与えたのかという
問題については、倫理と道徳の問題に焦点を置
くことがほとんどであるが、立場の異なる人々
が自分なりの主張を展開している（表１）。
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一方、2004年前後、汎用性を目指す「汎用人
工知能」の復興に伴い、AIの倫理リスクへの認
識は絶えず深化している。2005年に、Kurzweil
氏はAIの発展を楽観視し、2045年前後にシン
ギュラリティ（Technological…Singularity：「技
術的特異点」）が到来することを予言した（徳
田英幸：2014）。それにより、このように躍進
を遂げているAGIの予測できないリスクと未来
に対する懸念が高まってきた。巨大なAIリスク
に直面する人間は、爆弾を弄んでいる赤ちゃん
のように、まだ準備できていないうちに災難を
被る可能性があるので、AI倫理に対する研究

表１　AI倫理に関する異なる主張

職業 氏名 主張の内容
Scientist
（科学者）

Stephen…Hawking
（物理学者）（5）

文明が生まれたすべてのものは人間の知能の産物で
ある。国際将棋・囲碁に関するコンピュータと人間
の対局の結果から見ると、人間の脳とコンピュータ
が同じアルゴリズム（6）に従っていることが明確に
なった。そのため、AIはいったん約束を反故にすれ
ば、絶えず加速するスピードで自身を設計かつ改良
する結果、非常に長い時間を掛けて進化してきた限
定合理性のある現生人類に取って代わってしまう。

Yoav…Shoham
（計算機科学者）

将来的には、人間とマシンの境界線はますます曖昧
になる。両者が一体となる時、AIが人間を支配する
社会も到来しない。

Entrepreneur
（企業家）

Satya…Nadella
（マイクロソフト社CEO）（7）

未来のAI世界では、人間とマシンはトレードオフで
はなく、提携によってWin-Winの関係をともに構築
していくべきである。

Sundar…Pichai
（グーグル社CEO）

人間がAIに代替・淘汰される懸念に関しては、長期
的に見れば、AIは必ず人間のデザイン技術を飛躍的
に向上させ、人の記憶、仕事、社会生活を改善して
いく。

Researcher
（研究者）

Jonathan…Zittrain
（ハーバード大学教授）

AIのシステムの複雑度や結合度の向上に伴い、人間
の主体性がますます低くなっている。もしルールを
設定したがそれを忘れてしまうならば、我々はシス
テムがどのように進化していくかということ悔む。
その時、倫理と道徳すら考えられないということに
なってしまう。

Shaoping…Gan
（中国社会科学院教授）

マシンの行動が原因、人間の自主的決断が理由にか
かっている。倫理的意思決定の前提は自由意志であ
り、意志の自由は理由に対して能動的に判断・思
考・選択できる人間しか持たない。ロボットが自由
意志や意思決定への倫理的理解力を持つわけがない。

出所：GMIC大会（8）（2017）ビデオ・インタビュー等を参照して筆者作成。

を積極的に展開していくことが喫緊の課題であ
る（Bostrom：2014）。

２．２　企業の倫理的取り組み
1960年代のアメリカを皮切りに、「経営倫理

（Business…Ethics）」の考え方は、1980年代の終
わり頃からバブル経済の崩壊とそれに続く長期
不況を経験した日本でも徐々に注目されるよう
になってきた。21世紀に入ってから、不正や
偽りなどによって引き起こされる反倫理的ない
し反道徳的な行為や現象の頻発に伴い、経営倫
理は社会に本格的に定着し、その実践への関心
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risk）、技術リスク（Technology…risk）、法的リ
スク（Legal… risk）、偏見的アルゴリズムのリス
ク（Algorithmic… risk）に大別される（9）が、いず
れも直接あるいは間接に企業の経営展開に、経
済的側面を超える多様な影響を及ぼしている。
AI時代における経営倫理について、既存研究
は主に、業界別、内容別の２つに着眼して行わ
れている。

業界別分析とは、異なる業界におけるAIの
倫理的な影響を中心として展開された議論のこ
とを指す。まず、AIの金融業界での応用につ
いて、多数の企業はその将来性に大きな期待
を寄せている。A.T.カーニー社（A.T.…Kearney）
はAIコンサルタントが未来の３～５年に主流
となって、年平均成長率（Compound…annual…
growth…rate,…CAGR）が 68%になり、2020年に
総資産が2.2兆ドルに達成する見通しを示し
た。シティバンク社（Citibank,…N.A.）の研究
は、AI投資顧問の管理している資産がこれか
らの10年間において指数関数的に増加し、総
額が５兆ドルに達することを予測した（ジェト
ロ：2017）。デロイト社（DTC）はAIのアルゴ
リズムがマーケットや人間行動への予測に強く
なり、AIが業界間競争に影響を与え、市場の
効率性を高めることを示唆した（10）。一方、AI
技術の応用で生じる問題については、マッキン
ゼー（McKinsey…&…Company,…Inc.）はAIが物理、
数字と個人の境目をぼかし、複雑な倫理的・法
的・社会的諸問題を招いたことをふまえ、AI
を社会に導入する際に、慎重かつ適切な監督管
理を強化しつつ、リスクを効果的に防止すべき
必要性を示した（11）。

次いで、陳昌鳳（2018）はマスコミ業界に
着目し、AIが深層学習の能力を有しながらも
動作原理が遡って解明できないものであると主
張したほか、それによって引き起こされた一連
のメディア倫理のジレンマを、（１）偽ニュー

がより多くの企業で高まってきた。
ところで、「経営倫理」は概念上「企業倫理

（Enterprise…Ethics）」とほとんど同じ意味であ
るが、単に企業のみならず、大学、役所、病
院、NPO・NGOなど各種の組織体についても
適用されることで、「企業倫理」、「医療倫理」
などをすべて包摂する「組織倫理」とも言う
べきであろう（水谷雅一：2003）。ただし、今
までAIと経営倫理に関して行われた既存研究
は、企業を主な対象とすることが一般的である
ので、これからの議論をより理解しやすくする
よう、本稿では、経営倫理について言及する際
は統一的に、企業倫理を指すことにする。

企業の倫理的取り組みは、経営理念と倫理
観の明瞭化、倫理風土の醸成、ガイドラインお
よび行動規範による取り組みの普及拡大への
追求、エシカルな要素を入れた行動指針の本
質への理解、会社・組織・個人の役割と存在
意義への認識など多岐にわたる（田村直義ほ
か：2004）。それらの倫理関連の取り組みを踏
まえ、人・物・金・情報に関する反倫理的不祥
事（萩原道雄：2012）を防止するとともに、
アカウンタビリティを果たしてステークホル
ダー・マネジメントを適切に実践し、信頼関係
を構築しつつ組織力とパフォーマンスの向上を
図っていくことが理想的なのである。

AIという新しい技術の導入により、既存の
社内マネジメント・システムの管理策を強化さ
せ、環境・社会との関わり合いに配慮を入れた
倫理的行動の定石を再考していくことが容易に
なるだろう。

２．３　経営学的視点から見たAI倫理
AI倫理といえば、AI技術そのものに起因す

る倫理的問題とされることが多いと考えられ
る。一般的には、AIがもたらすリスクは倫理
リスク（Ethics… risk）、労務リスク（Workforce…
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た。それらの問題はある程度、市場メカニズム
によって調整できるにもかかわらず、ハイテク
技術としてのAIに生起する倫理問題、とりわ
け人権問題を自由市場に任せることは疑いなく
大胆すぎる試みである（Jerry…Kaplan：2016）。

総じて、AI倫理に対する探索はまだ理論研
究の段階に留まっている。既存研究では、法
的・経済的・社会的・文化的・哲学的視点など
マクロ的な側面別アプローチのほか、マーケ
ティング、人事・労務、財務管理などミクロ的
な機能別アプローチも少なからず現れている。
だが、経営学的視点から出発してAI倫理を研
究対象に据え、特に伝統的な倫理規範によって
企画・実行された経営・行動プログラムをAI
が変え、それを画期的で斬新な取り組みへと転
換させる過程を追い、その前後の違いや変化の
メカニズムについて解明しようとする比較研究
は滅多にない。

３．比較シミュレーション
３．１　ステークホルダー視点の重要性

企業は法の支配、国際行動規範、マルチス
テークホルダーの利害を尊重しつつ倫理的に行
動し、経済、社会および環境に対する配慮を自
らの意思決定に組み込み、自らの意思決定と事
業活動が社会と環境に与える様々なインパク
トについてアカウンタビリティを果たさなけ
ればならない。そのため、企業のステークホ
ルダー・マネジメントに与えるAIの倫理的影
響を重視して個別課題に取り組み、そのポジ
ティブないしネガティブな成果を解明すること
は、様々なステークホルダーとの対話や信頼関
係の構築、サステナビリティ経営を促進する上
で、意義があることは言を俟たない。

３．２　従業員への取組み
企業の経営活動にとって最も重要な資源で

ス等の高度化が進行する、（２）人間と同様に
偏見等を持つ、（３）価値判断や行動がブラッ
クボックス化する、という３つにまとめた。楊
保軍ほか（2019）はロボット・ジャーナリズ
ム（Robot…Journalism）が伝播・拡散するプロ
セスで及んでいる倫理リスク、倫理主体、倫理
原則をめぐって研究し、その倫理リスクは主
に、（１）捏造されるデータ源や、データ依存
性、事実確認の困難性による「反事実リスク」、

（２）プライバシー侵害や、著作権侵害による
「権利侵害のリスク」、（３）ニュースにおける
偏見的アルゴリズムや国民の知る権利に対する
侵害による「アルゴリズム特許権濫用のリスク」
という３つに大別されると示した。

一方、内容別分析とは、ある具体的な方面
でAIがもたらした倫理問題をめぐって展開
された議論のことを指す。現在、アメリカの
Microsoft、Facebook、Google（AI倫理委員会
も設置）などIT業界の有力企業をはじめ、人権
擁護、環境保全、地域共生など様々な課題への
取り組みが進んでおり、全世界で様々な団体が
組織されている。例えば、人権問題において、
まず、アメリカの文明批評家のLewis…Mumford

（1967）はヒューマニズムの立場からオートマ
タ（Automata）の応用に関して強く批判し、
ロボットが人間の仕事を奪うだけでなく、個
体差を消滅させ社会を機械化させてしまう恐
れがあると主張したが、それはただ解決策の
ない断片的な認識に過ぎない。その後、英シェ
フィールド大学のAIとロボット分野の教授で
あるNoel…Sharkey（2008）は、道徳準則の制定
を通じてAI技術の発展を規制することを呼び
かけながら、人間とロボットが長く共存するプ
ロセスで生じる様々な問題の経済的・社会的帰
結を深く考えていくべきものだと主張した。AI
は我々の生活に入り込んで人間の助手や友達に
なるとともに、その暴走が不安を生じさせてき
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ある「人」の存在は、多くのチャネルを通して
商取引、環境、社会などへ影響を強めつつあ
る。企業は倫理的取組みを考える際に、人の本
質を前提として考慮せずに、対処療法的な法的
規制や情報開示による評価牽制をもって改善を
目指しても、必ずしも良き効果が得られるとは
限らない（菊原栄三：2005）。一方、企業の人
事部門にとって、適切で優れた人材の採用ほど
重要なものはない。ハイレベルの面接官と複数
回のインタビューと相まって、人材選抜の正確
さが高まるが、このいわゆる正確性はある程度
の効率性を犠牲にせざるを得ない。AI技術は、
強力な計算能力やビッグデータにより、自動化
された筆記試験、面接、チャットロボットに基
づく選別ツールなどを含める様々な方面で、自
働化したタレントスクリーニングを実行するこ
とができる。こうして、企業は人材捜索にかか
る手間、コスト、時間などを減らし、面接を大
幅に効率化することで、人事担当に「ちょうど
良い人材」の獲得に集中させることができる。

ユニリーバ（Unilever）社がスペイン子会
社で主催した「次世代リーダー育成プログラ
ム」では、同社のAIシステムによって設計され
た12種類の科学ゲームに応募者を参加させ、
ゲームプレーテストの20分間で彼らの発揮し
た問題解決力、戦略的思考力、意思決定力、勉
強力、行動力、および環境適応力などをシス
テムによって総合的に評価し、参加者の情感
と敏捷性を把握した。その後、応募者はスマー
トフォンまたはタブレットでもう一つのAIシ
ステムによる二次面接を受ける。言葉遣い、イ
ントネーション、ボディーランゲージ等への分
析を通じて、事前に用意された質問に対する応
募者の回答と反応を記録・判断する。最終的
に、3000人の候補者から４人が優勝した。採
用プロセス全体の期間において、最終の入職決
定だけに会社の管理者や他の社員が接触する。

2016年以来、ユニリーバのAIによる採用面接
は北米から15カ国語を使う68カ国に広がって
きた。

また別の調査によると、ゴールドマン・サッ
クス（Goldman…Sachs）、JPモルガン・チェー
ス、UBS（Union…Bank…of…Swiss）、BAML（Bank…
of…America…Merrill…Lynch）、ブラックロック

（BlackRock）、Point72等の大手金融機関は、ハ
イアービュー（Hirevue）と呼ばれるオンライ
ン・インタビュー・システムを使用している。
ハイアービューは、2004年にMark…Newmanに
よって創設されたデジタル面接プラットフォー
ムである。AI技術を組み込んだ後、ハイアー
ビューは音声識別や顔識別ソフトウェアを結び
つけ、ランキング・アルゴリズムに加え、最も
理想的な候補者を選出する。ある職務を担当し
ている一番優秀な従業員のボディランゲージ、
イントネーション、キーワード等に関連する
データを収集し、それに基づいてまとめられた
優れた特質を総合的に分析する。現役CEOの
Kevin…Parkerは、AIを活用した人材採用システ
ムは、従来の採用プラットフォームから解放さ
れることに役立つほか、デジタル動画面接が応
募者の言葉や表情を把握することで履歴書への
依存を減少させることができると述べた。

また、世界最大のプロフェッショナル求人
サイトであるリンクトイン（LinkedIn）では、
ウェブサイトでユーザーが投稿した情報に基づ
き、アルゴリズムによって作成されたランキン
グを求人者に提供している。これらの成功事例
は、AIによって応募者をスクリーニングする
ことが将来の人材採用のトレンドになることを
示しているようであるが、実際には、AIをフ
ルに人材採用に導入するのは難しく、たとえば
アルゴリズムの偏見は現段階では解決しかねる
課題である。

いち早く優秀な人材を見つけるために、
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それ以外の形によるジェンダーの偏りとならな
いことを保証できない結果、アマゾンは2017
年初に機械学習グループを解散した。

現在、人材採用において、AIはまだレベル
の低い初心者段階に留まっている。AIによる
面接サービスは、従来の伝統的な人材採用の方
式を完全に代替するのではなく、AIの提供し
たデータをただ参照されるべきものとしてのみ
使用するに過ぎないが、最終に採用するという
決断を下すのは人間の面接官でなければならな
い。アメリカの『China…Press』が述べたように、
多くの会社はチャットボットを一次面接までに
使用する傾向がある。これはAI技術の未熟な
体現であろう。

３．３　顧客への取組み
３．３．１　消費者

マーケティングからヘルスケアまで、AIが
我々の生活を変えている。消費者とのインタ
ラクションを考慮したAIシステムの創造によ
り、共感型マーケティング、経験価値マーケ
ティング、関係性マーケティングなど様々な戦
略展開の効果が最大限に発揮できる。

2014年、アマゾン（Amazon）はエディンバラ
にあるエンジニアリングセンターに機械学習グ
ループを設立し、インターネットを介して求め
る人材を迅速かつ正確に探し出すことのできる
AIシステムを開発した。数多くの応募者に対
して、アマゾンはこのシステムを通じて100人
の履歴書から自動的に選出したトップ５を直接
に採用することを望んでいる。しかしながら、
アマゾンは、このシステムにおいて、ソフト
ウェア開発職やその他の技術職を評価する際
に、女性差別の問題が明らかになっていること
に気づいた。その原因として、アマゾンのAIシ
ステムはこの10年間、提出された履歴書のパ
ターンへの観察を通じて応募者をレビューして
いたが、これらの応募者がほとんど男性だった
からである。

アマゾンのほか、フェイスブック（Facebook）、
アップル（Apple）、グーグル（Google）、マイクロ
ソフト（Microsoft）などの会社も同様である。
上記５社における全体・技術職社員の男女比率
を表す図１のように、テクノロジー業界におけ
る男性の主導権が判明されている（12）。数回の
改善努力を試みたにもかかわらず、ロボットが

図１　グローバル・ヘッドカウント

…

出所：Dastin（2018）に参照して筆者加筆。
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のシードラウンドを行なった。今回のシードラ
ウンドを通してその企業価値は3000万ポンド
に達すると推定される。創始者兼CEOのBarny…
Hussey-Yeo氏は、銀行になってはじめてユー
ザーと財務に関わる業務活動を行うことができ
るわけではなく、銀行以外の金融機関として、
免許や資本監督などの負担がないため、会社は
迅速的に成長することができると述べた。この
ような透明な金融インタラクティブ・インター
フェースは、ユーザーに利便性をもたらすと同
時に、将来的には利便性が高く、柔軟性があ
り、コストが低い金融製品を提供することでよ
り高い収益率に達することも期待されている。
さらに、伝統的な金融機関とする銀行にとって
その代替品になる可能性もある。

消費者自身に目を転じれば、多くの人はAI
への認識が不足しておりAI技術を使いたくな
いが、実際に、AIとコミュニケーションした
ことがある人とそうでない人の数はほぼ同じで
ある。キャップジェミニ（Capgemini）の新し
くリリースしたレポート（2018）（13）によると、
消費者のほぼ３/４は人工知能を介した対話や
やり取りをすでに経験し、そのうち69%はその
やり取りに満足していることを明らかにした。
消費者の報告した「使われた設備とサービス」
を分析することを通じて、84％の回答者がAI
を使ったことがあることが分かった。言い換え
れば、数多くの消費者は無意識的にAI技術を
使った経験を持っている。そのため、AIのブ
ラックボックスの解明やAIへの消費者の認知
向上は、この技術に対する人々の態度の改善に
役立つ。

３．３．２　取引先
消費者だけでなく、取引先も企業が取引行

為を行う顧客の一種として重要視されている。
現在、財務・経理分野では主に、会計事務所

クレオ（Cleo）は2015年にイギリスのロン
ドンで創設された、個人資産管理と関連する
AIチャットボットの研究・開発を主力事業と
するフィンテック企業である。クレオ社は設立
されてから間も無く注目され、スタートアップ
養成スクールEntrepreneur…Firstの共同創業者の
Wendy…Tan…WhiteとJoe…Whiteや、Skypeの創始
者のNiklas…Zennström、ベンチャー企業Wonga
の創始者のErrol…Damelin、TransferWiseの創始
者のTaavet…HinrikusとLocalGlobeなど大変著名
なエンジェル投資家からの支持を得られた。
クレオはフェイスブック・メッセンジャーに
登録するだけで利用することができる。また、
AIチャットボットと会話することを通して、
サービス利用者は複数の銀行口座とクレジット
カードなどの支出状況を把握したり、消費注意
と予算を設定したり、取引の類型により取引先
を分類することができる。また、サービス利用
者は、クレオを利用して集約した財務データに
基づいて簡単に財務管理を行うこともできる。
例えば、将来のためにお金を貯めたり、特定の
目標を設定したり、フェイスブック・メッセン
ジャーを通して振替、寄付を行ったりすること
である。最初、同社はアメリカ市場に進出した
時、それほど大きな注目を集めることができな
かった。その原因の１つとして、今まで数多く
の資金力があるイギリス系のスタートアップ
がアメリカ進出に失敗したことが挙げられる。
しかし、わずか４カ月でクレオのユーザーは
35万人を突破し、イギリス、アメリカ、カナ
ダでは60万人を超え、また、新規ユーザーが
週ごとに３万人増のスピードで増加している
という。同社が開発したチャットロボットは、
自社のアプリケーションとフェスブックメッセ
ンジャーで使用されている。またアマゾンの
AlexaとグーグルのGoogle…Homeにも導入され
た。さらに、同社は2018年９月に1000万ドル
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づくスコアリング融資を通じて、投資対象の取
捨選択や融資金利水準の決定を行い、企業実態
に沿った柔軟な融資の実行を加速していく。

ところが、実際に、多くの信用力もしくは
返済能力の低い企業はスコアリングによってス
クリーニングされないために、会計的知識の不
十分さや粉飾決算などで質の低い財務諸表のみ
を提出し審査してもらった結果、スコアリング
貸出の損失が急増して取扱いの停止が相次いで
いる。日本経済研究センターは中核ビジネスに
スコアリング貸出をおいた新銀行東京を対象と
して、Moody’s…KMV社のRiskCalcモデル等に
よってその動きを検証した結果、貸出金利が高
いのであれば、収益性はある程度高いことを確
認するとともに、基本的にモデル自体の精度は
決して低くないことが判明した（蓮見亮ほか：
2010）。そのため、単にAIを使った融資決定が
ロー・リスクであるというわけではない。信頼
性や妥当性に乏しい財務データよりも、営業担
当の現場の勘によって取引先への投資感覚をつ
かみ金利を適切に設定し、与信の確実性を向上
させることが求められるべきであろう。

３．４　株主・投資家への取組み
企業に対するAIの重要性と言えば、情報セ

キュリティ・マネジメントや商品サービスの
改良・改善に着目することが多いが、ビッグ
データ活用や業務効率化のソリューションの
１つとして、AIはコーポレート・ガバナンス
の実践にとっても大きな助けになる。例えば、
電子投票システムの導入により、株主は株主総
会で会社の基本的方針や重要事項等に議決権を
行使しやすくなる。そして、会社の基本情報、
取締役名簿や実質的な受益者等に関する情報を
行政機関の電子プラットフォームに備え付ける
ことが、外部監査や資金洗浄防止に役立つだろ
う。さらに、AIの導入により、組織の目的達

の専門家によって業種や企業規模に応じた内
部監査支援サービス等を提供している。ビッ
グデータ、AIやロボティクス（Robotic…Process…
Automation,…RPA）など最先端技術の活用は、
短時間で大量データを正確に記憶・処理し、網
羅的に情報を検索・分析することにより、従来
の財務分析の方法と流れの再構築を成し遂げる
ことができる。さらに、プロジェクト・マネ
ジメントの実施、ITガバナンスの確立・強化、
標準化されたSaaS（Software…as…a…Service）や
PaaS（Platform…as…a…Service）の導入等の形で、
アソシエーション分析、競合他社ベンチマーチ
ングなど多方面から取引先の本社、子会社、グ
ループ会社および関連会社における経営の意思
決定に大いに役立つ提案を行える。そこでは違
法行為を見つけて不正取引被害を未然に防止す
ることも可能になる。

一方、金融機関では、企業の決算書など財
務データを通じて業況変化を分析することが多
い。AIシステムの導入により取引先企業の口
座状況から早いタイミングで高精度に業況変化
を検知し、タイムリーにその口座情報の動きを
予測して事業支援・改善に向けた提案等を柔
軟かつ迅速に行っていくことができる。日経
新聞（2018）によれば、2019年から、三菱東
京UFJ銀行はAIを使った中小企業向け融資を始
めた。アマゾンや楽天等が実施している、EC
サイトでの販売動向を分析して企業に資金を貸
し付けるという仕組みと同様に、三菱東京UFJ
銀行は非対面でコストを抑えつつ、預金口座の
細かな入出金データをもとに財務諸表には表れ
ない「リアルな返済能力」を判断することで、
これまで貸出を躊躇していたベンチャー企業や
中小企業にも資金を供給することができるよう
になってくる。このようにAIとビッグデータ
をフル活用した新たな融資モデルの確立によ
り、銀行は企業の預金口座の入出金データに基
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構造は当該組織の個々の特性によって異なる
が、AI活動は組織の倫理的・社会的・法的責任
に沿った意思決定と行動に繋がらなければなら
ない。今まで、AIガバナンスは企業や社会に
与える影響が極めて大きいにもかかわらず、そ
の本格的な利用がまだ始まる段階にあること
で、実際の企業や組織においてAIガバナンス
の実践に対する具体的な検討を行うことが戦略
的な課題となっている。

３．５　地域コミュニティへの取組み
自動運転システムが普及していくことで交

通渋滞の状況を緩和させるだけでなく、地域
の住民たちの生活の利便性にもつながる。ま
た、車内でスケジュールをチェックしたり、
ちょっと休んだりして過ごす時間を有効活用で
きる。

一方で、交通状況が混雑な場合、自動運転
システムがその状況を正しく識別することがで
きず間違った指令を出すと、人身事故が発生す
る可能性がある。また、事故が発生した時の責
任所在が不明である。責任をとるのは、事故を
起こした自動運転車か、それとも自動運転車を
開発する会社か、その点について議論される余
地がある。現段階では、自動運転は実用化に向
かって進んでいる。グーグル、テスラ（Tesla）、
ウーバー（Uber）を含む多くの企業は自動運
転の開発に力を入れて取り組んでいる。

現在、各社は自動運転車における走行実験
を積極的に実施しているが、自動運転技術がま
だ成熟していないため、複数回の自動運転車に
よる人身事故が発生している。

自動運転車の先駆けの企業といえるアル
ファベット傘下のウェイモ（Waymo）は、ア
メリカのアリゾナ州で、運転席に誰も座らずに
自動運転車の走行試験を行う許可を得て、同州
のフェニックス郊外で、セーフティ・ドライ

成能力に関連するリスクと機会、および組織の
価値創造力に与える影響の度合いを評価かつ理
解するという内部監査がより客観的に遂行でき
る（堺咲子：2018）。また、株主・投資家に対
する取組みについて、AIだけでなく、従来の
中央管理型システムを分散型システムへと変え
るブロックチェーン技術の導入も、デジタル署
名などの形で株主名簿、株取引、財務レポー
トの正確性を確保することができる（陳佑寰：
2018）。

企業全体での戦略的かつ効率的なAI活用を
支援するために、日本IBMは2018年10月に、AI
活用の戦略策定から導入支援、人材育成までを
まとめたサービスと、システム構築・運用の品
質向上や効率化を支援するツール群で構成さ
れ る「IBM…Services…AI…Enterprise…Knowlegde…
Foundation」を構築した（藤本和彦：2018）。
さらに、PwCあらた有限責任監査法人は2018
年の年末に、AIを導入・利活用する上で必要
になるガバナンスの構築およびリスクの評価を
支援するサービスを開始したと発表した（日川
佳三：2018）。それはIT業者が研究開発を行う
際に、コーポレート・ガバナンスにおけるAI
の活用をビジネスチャンスの一環として捉える
ようになってきたことを示している。

ただし、株主・投資家は組織目的と合致し
たAI戦略を策定するとともに、AI活動自体に
対するガバナンスの重要性を認識することが不
可欠である。原田要之助（2016）は今までの
ITガバナンス、情報セキュリティガバナンス、
データガバナンスとの共通性やアナロジーか
ら、ITの最終的な形態であるAIについてのガ
バナンス問題があることを指摘した。堺咲子

（2018）により、「AIガバナンスとは、組織目
的の達成を追求して組織のAI活動を指示、管
理、監視するために導入された構造、プロセ
ス、手続きを指す。」AIガバナンスの形式と
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に対する不満が引き金とみられる事件もある
と、アリゾナ・リパブリック紙は報じた（14）。

４．おわりに
IT時代からDT（Data…Technology）（15）の世界

に入り、さらに今のAIに至るまで、人間とし
ての進歩は技術だけでなく、イデオロギーもあ
る。近年来の市場の成熟化や競争のグローバル
化に対応し、勝ち残っていくために、より多
くの企業がAIのシステムを戦略的に自社に導
入することを通じて、意思決定の質やスピー
ド、業務遂行の正確性と効率性を高め、独自の
競争優位を構築かつ維持している。ところが、
AIは諸刃の剣の技術で、その背後に潜む倫理
リスク、悪意ある利用リスクなどを等閑視した
結果、ステークホルダーに甚大な損害を招いた

バーが同乗しない、一般向けの完全無人タク
シーの試験運行を開始したという。アリゾナ州
は自動運転に対して相対的に支持的な態度を示
し、自動運転産業に関する規制緩和を実施する
つもりがあると表明している。しかし、実験車
両の安全運転を保証できず、また自動運転に
関する法的整備やインフラストラクチャーが
整っていない場合、自動運転を推進すぎるので
はないかという懸念がある。

実際には、アリゾナ州チャンドラーで、住
民が自動運転車を襲撃する事件が相次いでい
る。ウェイモの公道試験に腹を立てた住民が、
タイヤを切り付けたり、銃を構えたりする事件
まで発生した。襲撃事件の一部は、こうした
安全性への懸念が原因とみられている。また、
ウェイモの親会社、アルファベットという企業

表２　ステークホルダー・マネジメントに対するAIの倫理的影響

マルチステー
クホルダー 倫理的取組みのあり方 AIの応用例

倫理的影響
ポジティブ ネガティブ

従業員

雇用創出、人権擁護、
機会均等、ダイバーシ
ティとインクルージョ
ン、労働安全衛生など

ロボットが面接を担当
する
（Unilever、Hirevue、
Amazon等）

・採用負担の減少
・人事業務の効率化
・…業務執行機能の分担の

明確化

・…偏見的アルゴリズムに
よる男女の雇用機会の
不公平さ

・決断の責任の曖昧さ

顧
客

消
費
者

公正なマーケティン
グ、品質衛生の確保、
苦情・紛争解決、持続
可能な消費への促進な
ど

AIチャットボットの
使用
（Cleo等）

・…ビッグデータによるレコメ
ンデーションの最適化

・…消費者が情報を収集・
比較しやすい

・…AIによる従来の伝統的
な銀行の業務代替

・消費者のプライバシー侵害
・…スイッチング・コスト

の向上

取
引
先

財産権の尊重、調達時
のCSR配慮など

スコアリング・モデル
（三菱東京UFJ銀行等）

・投資対象に選ばれやすい
・…不正取引や詐欺被害の

防止
・…取引活動の高度化・効

率化

・投資の線引きの曖昧さ
・…粉飾決算の温床となる

スコアリング

株主・投資家

コーポレート・ガバナ
ンス、適切な情報開
示、汚職防止、利益創
造など

電子投票、電子PFの
導入
（PwCあらた、IBMなど）

・業務リスクの低減
・業務監査対応
・プロセス・インフラ改善
・…投資決定や議決権行使

の効率化

・…データ処理過程のブラッ
クボックス化により投資
に躊躇

・…セキュリティ対策の不足
による情報漏洩

・非倫理的な利用

地域コミュニティ

地域共生、コミュニ
ティへの参画、環境保
全など

自動運転
（Goog le、Tes la、
Uber、Waymoなど）

・利便性の向上
・交通事故の減少
・…駐車場や車内時間等の

有効活用
・渋滞緩和

・…機械の制御不能による
負傷や物損

・…事故発生時の責任所在
が不明

・トロッコ問題
出所：筆者作成。
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り続けていく必要がある。
なお、本稿では、企業などの組織のAI活用

がステークホルダーに与えた倫理的影響を少数
の事例により示しただけであるが、より具体的
なケース分析、特に米国勢「GAFA」や中国勢

「BATH」等のITプラットフォーマーのデータ
独占と個人プライバシーの流出という、本稿が
言及していない重要な問題に対する考察を通じ
て、AIに関わるビジネス倫理上の諸問題の発
生要因を見出し、地域経済・社会を活性化させ
るAIシステムへの正統性の付与メカニズムを
探求していくことが今後の課題となる。

注
（１）… …“AlphaGo…victorious…once…again”.…THE…

KOREATIMES.…http://www.koreatimes.
co.kr/www/news/tech/2016/03/325_200068.
html、2019年２月20日参照。

（２）… …人工知能の研究分野の一つでデータをAI
自身が解析し、その結果から判断や予測
を行うための規則性やルールを見つけ出
す手法。

（３）… …脳科学の研究成果を基盤にデータの分類
や認識の基準を人間が教えなくても、
データを解析することで、自ら見つけ出
すことができる機械学習の手法。機械学
習よりも一歩進んだ技術で、より難しい
認識や認知、判別機能をマシンに持たせ
ることができる。

（４）… …スキーマ・マシンの詳細については西田
（2017）に詳しい。

（５）… …Stephen…Hawking…（2017）.…“Guiding…AI…to…
Benefit…Humanity…and…the…Environment.”…
https://www.youtube.com/watch?v＝
safbVgs_bZ８、参照最終日：2019年２月
23日。

事態が少なからず発生している。それにより、
AIに頼りすぎず、課題や目的に応じて、戦略
立案や知識・ノウハウの共有に、倫理上の諸問
題と説明責任を慮った適正なAI活用が求めら
れている。

本稿での様々な事例に基づいて整理したマ
ルチ・ステークホルダーに対するAIの倫理的
影響は横断的かつ双方向的である（表２）。
例えば、偏見的アルゴリズムは採用だけでな
く、人事考課を行う時にも発生している。ま
た、自動運転によって引き起こされた事故は地
域住民や消費者からの反発を招くとともに、企
業自身のレピュテーションに損失を被らせる。
とりわけ近年来、AI暴走が相次いでニュースに
登場することに伴い、AIによる事故などの責任
の所在が個人から開発業者（開発担当者）また
は製造業者へと転換しつつある。そもそもAI
に疑問または危惧を抱く、あるいはAI機器・
サービスの利用によって損害を受けたステーク
ホルダーが存在していることで、企業はAIシ
ステムの導入によりせっかく築いた信頼関係が
一瞬に崩れてしまうこともある。

一方、専門家を育成するには時間を要する
ため、社会全体ではAI、ビッグデータ、IoT、
ロボットなど先端IT技術開発の人材不足が深刻
化・慢性化していることが現状である。AIは外
からは見えない領域であるが、多数の人々、と
りわけ一般消費者はAIの仕事内容や将来性よ
りもそれがもたらすネガティブな影響にばかり
注目することで、システム自体への信頼性が揺
らいで、AIエンジニアに責任をすべて押し付
けるようになってしまう。従って、AIがブラッ
クボックス化にならないよう、ブラックボック
スを透明化し、ステークホルダーへのアカウン
タビリティを果たせる「説明可能なAI」シス
テムのレジティマシー（正統性）を付与するこ
とに対して、企業も開発担当者も常に責任を取
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照最終日：2019年２月27日。
（13）… …AMP…News（2018）「消費者の約７割が
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最近の企業不祥事に関する一考察
―  企業経営・企業倫理における「人間性原理」の再構築  ―

Observation…on…recent…corporate…scandals
－Reconstruction…of…the…principle…of…human…nature…in…business…management…and…ethics－

ABSTRACT
The… so-called… Japanese-style… business…management… supported… the… rapid… economic…
growth…of…this…country…and…drastically…transformed…business,…especially…the…employment…
system,…through…the…slow-growth…period…called…the…“two…lost…decades.”
As… companies… face… a…new…business… environment… resulting… from…new… industrial… and…
digital…revolutions,…companies…in…Japan…have…repeatedly…been…involved…in…major…scandals…
since… 2017,… such… as… the… product… quality…（inspection）… falsifications… by…Mitsubishi…
Materials,…Nissan…Motor,…and…Kobe…Steel…and…other…scandals…by…Yamato…Holdings…and…
Suruga…Bank.
This…paper… focuses…on… these… five…companies,…which… represent… involvement… in… recent…
corporate… scandals,… and…examines… the…main…problems,… factors,… and…backgrounds… to…
the… scandals.…The… author… then… suggests（1）promotion…of… empathy-based…business…
management,（2）innovation… leveraged…by…diversity,… and（3）corporate… governance…
based…on…the…principle…of…human…nature.

キーワード
企業不祥事、品質不正、日本的経営、人材マネジメント、ガバナンス、人間性原理

徴とする「日本的経営」が、日本企業の成長を
支えてきたとされる。しかし、近年、「日本的
経営」は雇用システムを中心に大きく変容し、

「働き方改革」や「ダイバーシティ」など、企
業の「人材マネジメント（人的資源管理）」の
あり方は、国の政策面でも重要な課題となって
いる。

こうした中で、日本企業、とりわけ上場大
企業において、オリンパス、東芝など経営者主

１．問題意識と先行研究
１−１．問題意識

米国に端を発する世界金融危機以降、日本
経済は「失われた20年」といわれる低成長の
時代を経て、今では「新産業革命」、AI、IOT等

「デジタル革命」と称される新たな経営環境が、
日本企業にも大きく変革を迫りつつある。

高度成長期においては、いわゆる「三種の神
器」（終身雇用、年功賃金、企業別組合）を特
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導というべき企業不祥事が生じ、2017年以降
には、三菱マテリアル、日産自動車、神戸製鋼
所等の「品質（検査）不正」や、ヤマトホールディ
ングスの引越料金水増し、スルガ銀行の融資不
正など、様々な企業不祥事が露見しつつあり、
日本企業のモノづくりやサービスの品質、ひい
ては「コーポレート・ガバナンス」（以下「ガ
バナンス」という）のあり方に疑問が呈されて
いる。

本稿では、第一に、最近の企業不祥事のう
ち【別表】に掲げた５社の具体的事例（以下

「本件事例」という）について、各社の特別調
査委員会、第三者委員会等の調査報告書（以下

「調査報告書」という）を中心に、主な問題点
とその要因・背景を検討し、経営層と現場との
コミュニケーションの不足、生産・サービスや
検査・監査等の現場に関する経営層の実態認識
の欠如等がみられ、企業の重要なステイクホル
ダーである従業員に経営者の目線が届いていな
い状況を考察する。

第二に、本件事例にみられる諸問題を踏ま
え、デジタル革命等新たな経営環境の下で、日
本企業が持続可能な経営を追求するためには、
経営者が従業員、現場への目線を持ち続け、水
谷（1995-２）がいう「人間性原理」を基軸と
して「人材マネジメント」、「ガバナンス」を再
構築することが不可欠であること、またその際
に求められる「視点」とあるべき「基本方向」
について考察、提言することとする。

１−２．先行研究
本稿は、企業不祥事に関する「事例研究」と

して、別表の「本件事例」を考察するものであ
る。「事例研究」の先行研究には多数の文献が
あるが、井上（2015）は、大王製紙、オリン
パス等10社の事例について原因究明し、日本
企業のガバナンスのあり方を提言した労作であ

る。また、樋口（2015）、安岡（2018）も多数
の事例について原因究明と再発防止の提言を
し、國廣（2010）は危機管理を含めたコンプ
ライアンス経営のあり方を提示しており、山内

（2019）は、最近の品質不正問題を分析し、平
時の予防策を論じている。

筆者は、これらの先行研究を踏まえつつ、
個々の不祥事の再発防止策を検討することより
は、「本件事例」に通底する諸課題に対処する
ための基軸とすべき「考え方」、とりわけ経営
トップの現場従業員への関わり方、グローバル
化・多様化が進む中での「人材マネジメント」、

「ガバナンス」のあり方を中心に、求められる
「視点」とあるべき「基本方向」を考察、提言
しようとするものである。

本稿で論点とする「人材マネジメント」に
関する先行研究も数多いが、働き方改革等の政
策課題もあって、人事・労務諸制度、労働規制
に関する論考が多く、経営者と従業員の関わり
方、人材マネジメントの基本的なあり方につい
て論究したものは、必ずしも多くない。本稿で
は、経営倫理（学）に「人間性原理」を含めた
経営価値四原理システムの導入と展開を論じる
水谷（1995-2）のほか、水谷雅一教授の諸文献
を、経営層と現場従業員のあり方を検討する重
要な切り口として、本稿考察の基本的視点とす
るとともに、黒田他（2009）、木谷（2013）、
および現場力の強化を説く遠藤（2004）（2009）

（2018）、組織的公正研究を踏まえて「公正な
人材マネジメント」を論じる関口・林（2009）
を参照し、「人間性原理」をより具現化する視
点を提示した。

また、「ガバナンス」については、性善説か
ら日本的ガバナンスを説く田中（2014）、日
本企業には「成功の本質」があるとする菊澤

（2019）は、人間性原理について直接論じるも
のではないが、いずれも従来の株主主権論を超

‒ 36 ‒



えて、今後のガバナンスのあり方を論じたもの
である。本稿では、田中、菊澤の所論を踏ま
え、経営者だけではなく、現場の従業員に目線
を当てて、ガバナンスのあるべき視点、方向に
ついて考察した。

２．企業不祥事にみる日本企業の経営課題
２−１．最近の企業不祥事の概要と主な課題

【別表】に掲げる「本件事例」は、2017年以
降に公表された企業不祥事のうち、経営者主導
とみられるものを除く代表的な５社の事例をと
りあげ、各企業の調査報告書に基づき、概要を
取りまとめたものである。

このうち、A.…三菱マテリアル、B.…日産自動車、
C.…神戸製鋼所の事例は、近年頻発したメーカー
による「品質（検査）不正」であり、D.…ヤマトホー
ルディングス、E.…スルガ銀行は、サービス（運
送）業、銀行業における不正行為である。

以下、本件事例で取り上げた各社の現場の実
態、経営層と子会社・工場等現場とのコミュニ
ケーション、検査・監査等の要員配置やチェッ
クの状況などについて、調査報告書に記載され
た具体的事象を抽出し、「人材マネジメント」、

「ガバナンス」に関わる問題点・課題を明らかに
したい。（なお、『　』内は、【　】内に掲げる各
社の調査報告書の記載を原文のまま抜粋・引用
したものである。）
（１）�近年頻発しているメーカーの「品質（検

査）不正」
A社（三菱マテリアル、MMCと略）
【…三菱マテリアル（株）特別調査委員会「最

終報告書」別紙１、２　2018.3.28】
・MMCのグループ会社が、顧客の規格値又は
社内仕様値を逸脱した不適合品を顧客の了解を
得ることなく「データ書き換え」を行い、「特
採措置」（1）として出荷した。
ⅰ）縦割り組織の問題：子会社の「三菱アルミ」

では、板製品に関する不正の先行事案があった
にも拘らず、『先行事案調査の過程で、聞き取
り調査を受けた箔製品や押出製品について十分
に確認することなく、安易に不適切行為はない
旨の回答を行っている。これらは、先行事案は
板製品の問題であって、箔製品や押出製品と
は「別もの（他人事）」として、「縦割り」に捉
えてしまったことが背景にあると思われる。』

（別紙１　36頁）
ⅱ）品質保証体制改正の不十分性：『…三菱ア
ルミは、品質保証体制を強化するため、製造部
門から独立した形で品質監査等の品質保証関
係業務を専業として行う社長直轄の組織とし
て、2017年７月１日付で品質統括部を設置し
た。しかしながら、品質統括部の人員は現状２
名にとどまっており、設置時に同部の業務分掌
とされた品質監査についても、当該２名だけで
は対応が困難な状況にある。すなわち、現状で
は、品質統括部が、品質保証関連業務に関する
牽制機能を果たすために十分な人的資源を確保
しているとは言い難い状況にある。』（別紙１　
40頁）
ⅲ）MMC社の100％子会社ダイヤメット社
の経営状況：『…過去、人的投資及び設備投資
が抑制されてきたが、他方で、その生産量は
年々増加していた。…ダイヤメットでは、自ら
の生産能力を超えている状況であっても、基本
的に、顧客からの受注を断るということは行わ
れなかった。』（別紙２　28-29頁）
ⅳ）ダイヤメットにおける検査部門の位置付
け：『…検査部門は長期間にわたって製造部門
の一部門であった。…新規受注や増産が重視さ
れており、…他部門の者から「お金を生まな
い」部門であると考えられており、…その位置
付は他部門より低いと認識されていたと考えら
れる。』（別紙２　29頁）
ⅴ）ダイヤメットの検査人員・検査設備の不
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C社（神戸製鋼所）
【…外部調査委員会の調査結果を受けた（株）

神戸製鋼所「当社グループにおける不適
切行為に関する報告書」2018.3.6】

・顧客仕様に適合していないアルミ・銅製品等
を、顧客の了解を得ることなく、検査データを
改ざんして出荷していた。
ⅰ）不適切行為の原因：「直接的原因」として、

『①工程能力に見合わない顧客仕様に基づいて
製品を受注・製造していたこと②検査結果等の
改ざんやねつ造が容易にできる環境にあったこ
と③各拠点に所属する従業員の品質コンプライ
アンス意識が鈍麻していたこと』、また「根本
的原因」として『①収益偏重の経営と不十分な
組織体制②バランスを欠いた工場運営と社員の
品質コンプライアンス意識の低下③本件不適切
行為を容易にする不十分な品質管理手続き』を
指摘している。（39-40頁）
ⅱ）C社の経営姿勢：『当社は、長年にわた
り、厳しい経営環境の中、徹底したコスト削減
と生産拡大を経営目標とし、1999年にはカン
パニー制を導入して、各事業ユニットへの大幅
権限移譲を行った。…その後、2010年以降カ
ンパニー制は廃止され事業部門に移行したもの
の、…各事業部門は、徹底したコストの削減と
生産拡大を目指す経営姿勢に従って、収益力の
拡大を狙い、各拠点もこれに従って利益目標を
高く設定せざるを得ず、その結果として、…工
程能力を十分に検証することなく受注すると
いった生産至上主義が根付き、本件不適切行
為が行われる一つの要因となったと考えられ
る。』（40-41頁）
ⅲ）本社による統制力の低下：『…本社に、
事業部門を横断して、全社的な品質コンプラ
イアンスを統括する役員や部署が存在せず、
また、本社による品質監査の仕組みも存在せ
ず、本社側による各事業部門への品質コンプラ

足：『出荷前の最終検査を実施できていなかっ
た原因として、出荷前に最終検査を実施するだ
けの人員や設備が絶対的に不足していたと述
べる者が検査関係者を中心に複数存在した。』

（別紙２　32頁）
B社（日産自動車）

【…日産自動車（株）、日産車体（株）　
西村あさひ法律事務所「調査報告書」
2017.11.17】

・法令で求められる資格を持った完成検査員で
ない補助検査員が完成車の検査を実施し、ま
た、製品仕様に適合しない製品の検査データの
書き換えなどを行った。
ⅰ）補助検査員による完成検査の実施：完成
車検査を無資格の補助検査員が行っていたこと
について、『…補助検査員が完成検査を実施し
た原因・背景として完成検査員不足を指摘する
ものは多い。そして、客観的にも、追浜工場に
おいては完成検査員が著しく不足する状況が発
生している（2）。』（96頁）
ⅱ）B社本社における人員体制の検討：『…工
場長会議は通常、各工場における会議で決定し
た事項の報告を受ける場に終始し、人員の拡充
に関する議論はなされない。』

『完成検査員は、国から委託を受けて、完
成検査を行うとの重大な責任を負っているので
あるから、人員調整に当たっても、製造ライン
における人員調整とは別段の考慮がなされるべ
きであった。』（98頁）
ⅲ）B社役員の認識：『…日産車両工場におけ
る品質保証体制に対する日産経営層の認識を明
らかにするため、日産の取締役会長、取締役社
長最高経営責任者、生産部門、品質保証部門の
担当役員を始めとする役員12名に対してヒアリ
ング調査を実施した。…日産の役員が補助検査
員による完成検査の実施を知っていたと認める
ことはできないものと考えられる。』（98-99頁）
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が相対的に低位にとどまっており、社員の定着
率、士気は高いものではなかった。また、引越
アドバイザーの賃金は、…業務インセンティブ
額が上下する仕組みになっており、…一部の引
越アドバイザーにおいて、自らの処遇を意識し
て上乗せ見積もりをする動機が形成され…。』

（63頁）
ⅲ）内部監査の問題：『YHCにおいては、実際
の業務フローに即した、引越料金の見積もり方
法、その修正方法、請求方法等が内部監査の項
目として挙げられておらず、また、契約、約款
に即した業務処理がなされているのかについて
個別案件の検証が行われることもなかった。ま
た、YHDにおいても、YHCの事情や業務特性
を意識したリスクアプローチによる適切な監査
がなされていたものとは評価することが困難で
あると言わざるを得ない。』（63頁）
E社（スルガ銀行）

【…スルガ銀行（株）第三者委員会「調査報
告書（公表版）」…2018.9.7】

・シェアハウスローン等収益不動産ローンにお
ける資料偽装、行員による抱き合わせ販売など
行員関与の不正行為を行った。
ⅰ）営業第一主義の構図：『経営層が業務執行
を取締役でない執行役員（Co-COO）にすべて
任せ、現場の情報は業務担当取締役、経営会
議、取締役会ひいては社外役員に伝達されない
ような仕組みとし、一方で強力に営業を推進す
る（厳しく数字を要求する）という構図の中で
暴走が生じた。』（275頁）
ⅱ）審査の独立性：『本事案で重要なのは、
審査部門が適切にその機能を発揮できなかっ
たことである。その原因は営業本部との力関
係で、営業本部長に恫喝されて申請を承認し
てしまうとか、「パーソナル・バンク承認済み」
と書いてあるとそのまま通してしまうなどとい
うことがまかり通っていた。それは営業本部が

イアンス統制が十分に機能していなかった。…
このような経営管理構造が、「工場で起きてい
る問題」について現場が声を上げられない、声
を上げても仕方がないという閉鎖的な組織風土
を生むことにも繋がったと考える。』（41頁）
ⅳ）事業部門における監査機能の弱さ：『…「品
質の問題は工場一任」といった工場優位の風潮
が生まれ、…さらに品質保証部門の組織的な独
立性が確保されていなかったこと、…拠点を跨い
だ人事異動が稀であったこと等が要因となって、
…品質保証部門の製造部門に対する牽制がおよ
そ機能していなかった。』（42頁）
（２）�サービス業（運送業）、銀行業における

不正行為
D社（ヤマトホールディングス、YHDと略）

【…ヤマトホールディングス（株）調査委員
会「調査報告書」2018.8.27】

・YHDによる宅配便事業ではなく、子会社ヤマ
トホームコンビニエンス（YHC）による引っ越
し事業で、引っ越し代金の過大請求を行った。
ⅰ）不適切事象発生の原因・背景：『商品設計
の問題、教育の問題、法人契約の問題、会社の
組織体制の問題、社員の処遇面の問題、内部
通報制度の問題、内部監査の問題に帰着する
…』としたうえで、『…YHC本社において、引
越商品の開発と見直しの権限や責任が帰属する
部署が不明確であり、…また、各部門が実施す
る、又は実施した内容を第三者的視点から検討
する法務・CSR部門が弱体であった。さらに、
YHCでは、…各統括支店以下で問題事象が発
生しても、現場において解決すべきである、解
決しているはずであるという現場任せの組織風
土が認められた。…』（62頁）
ⅱ）社員の処遇面：『YHCは、もともとYTC（ヤ
マト運輸）において赤字であった事業が分社さ
れて設立された経緯にあるため、業績が芳しく
なく、…他のグループ会社と比較しても、処遇

‒ 39 ‒



聖域化し、数字を挙げてくる者にモノをいえな
いという空気と共に、営業本部が創業家から支
持されているというバックグラウンドに原因が
あると考えられる。』（306頁）
ⅲ）不透明な人事プロセス：『まず人事権の所
在が不明確であり、そのプロセスも何ら根拠が
なかった点をきちんと是正しなければならな
い。…その後2017年は人事会議という関係役
員の出席する会議で決めたが、それは社内規程
上の根拠はない会議であった。その後本事案の
発覚という事態となっている。…およそ人事に
関しては、内部統制システムが構築されていな
かったといってもよい。』（307頁）
ⅳ）内部監査部門の問題：『内部監査部門は、
外形的にはきちんとリスクアセスメントを
し、監査方針と監査計画を立て、それを実行し
ている。しかしそれも外形的であって、本当
に重要なリスクや問題を摘出する仕組みとは
なっていなかった。』（310頁）

３．�最近の企業不祥事にみる課題とそ
の要因・背景

３−１　�企業不祥事（本件事例）の主な課題
と要因・背景

（１）�人材マネジメント、ガバナンスにおける
課題

本件事例に取り上げた各社の業態、経営環
境は、それぞれ異なるものではあるが、各社の
調査報告書が取り上げた問題点、主な課題に
は、いわゆる「不正のトライアングル」に重な
る次の共通項を挙げることができる。

①… …経営トップの短期的売り上げ、納期、利
益（コスト削減）至上主義

②… …現場における不正・不適切行為の見逃
し、放置

③… …経営者・経営幹部と現場のコミュニケー
ション不足

④… …品質保証、内部検査・監査等内部チェッ
クの不全

とりわけ、A～C社における「品質（検査）不正」
の発生要因については、「人材マネジメント」

「ガバナンス」の面で、次の問題を指摘できる。
　…ⅰ）厳しい経営環境の下で、売り上げ・利

益第一主義の経営となり、人件費を含め
たコスト削減がなされ、完成検査員など

「品質保証の現場」が人員不足になった。
　…ⅱ）経営トップ・経営幹部と現場（子会社、

工場）の職長・工長、検査員等とのコミュ
ニケーションの不全、検査・監査等を含め
た現場の実態認識の欠如などにより、いわ
ば「名ばかりの現場主義」に陥っていた。

さらにD、E社を含め、本件事例全般にいえ
ることは、いずれもモノづくりやサービスの

「品質」を支えるべき検査・審査・監査部門が
「コストセンター」とみなされ、十分な人員配
置がなされず、子会社・工場等の現場に設備投
資や人材育成面でもコスト削減の影響が及んで
いたことである（3）。

こうした経営トップ・経営幹部による現場
への目線の不足・欠如は、現場の「ブラック
ボックス化」を生み、今回の不祥事発生・放置
の根本原因の一つになったといえる。これは、
福島原発事故の要因として指摘されたことと同
様の事象である。（勝田：2013）
（２）背景としての「日本的経営」の変容

ところで、本件事例のような企業不祥事を
招いた背景として、「日本的経営」を支えてき
た「雇用慣行」（終身雇用・年功賃金・企業別
組合）や「メインバンク」制の変容を挙げる
ことができる。（労働政策研修・研究機構編：
2017、太田：2017）

第一に、男性正社員中心の「日本的雇用慣
行」が大きく変りつつあることである。世界金
融危機を契機とする景気後退により、非正規社
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旧来からの「効率性原理」と「競争性原理」の
…２原理中心のシステムを改めて、経営活動の
中に「人間性原理」と「社会性原理」を新たに
確立し、…４原理のシステムとすべきだとする
考え方こそ、経営倫理的なのである』としたう
えで、『「人間性原理」は人間性尊重の思想にも
とづくヒューマニズムであるが、この考え方は
主として企業における従業員の雇用と処遇に
おける“人間らしさ”の実現を追求する原理であ
る』とする（６頁以下）。また、水谷（1999）は、

『人間性原理とは企業が人権の重視、個性の尊
重・発揮、個人の自由度増進などをより重視す
ることに一層の価値を置く考え方』であるとす
る（53頁）。

一方、「社会性原理」を具現化する「CSR
（企業の社会的責任）」のガイダンスISO26000
では、「組織統治」と並んで「人権」「労働慣
行」が中核課題とされている。さらに、2015
年に国連の新たな開発目標とされた「SDGs」
にも、ILOの「中核労働基準」等をベースとす
る「ディーセントワークと経済成長」が目標８
とされた。（黒田ほか：2009終章）水谷教授が
いう「人間性原理」の考え方が、「社会性原理」
であるCSR、SDGsにも組み込まれ、相互作用
を発揮するまでに深化しているといえよう。
（２）本件事例にみる「人間性原理」の後退

ところが、本件事例では、２－１、３－１
で述べたように「売り上げ、利益（コスト削減）
至上主義」や生産ラインの負荷を考えない「納
期第一主義」の経営によって、「働くヒト」「働
き方」への配慮・認識が欠如し、様々な現場の
従業員が、本来やるべき検査・監査業務がで
きなくなったり、制約されたりしたのである。
企業経営・企業倫理、とりわけ人材マネジメン
ト、ガバナンスにおける「人間性原理」が、大
きく後退する事態といわざるをえない。

員の雇用の急増、成果主義評価の導入、中高年
の賃金カーブの引き下げ、賃金抑制を前提とし
た定年延長・再雇用などが行われ、今日に至る
まで労働分配率の低迷が続いている（厚生労働
省：2019　９-11頁）。また、「働き方改革」が
政府主導で進められる一方、年金水準の問題も
あって、最近では70歳までの雇用延長や副業
も俎上にのぼっている。

こうした雇用慣行の変容が進み、「働くヒ
ト」「働き方」が多様化する中で、高度成長期
に日本的経営の“強み”とされた経営トップ・経
営幹部と現場の従業員との「一体感」は、総じ
て後退しつつある（4）。

第二に、日本的経営の特徴とされた「企業別
組合」「メインバンク」も、大きく変わりつつ
ある。労働組合については、組織率が大幅に低
下する中で（2017年には17.1％）経営への影響
力も弱くなっており、過重労働・過労死問題等
では、いわゆるコミュニティ・ユニオンや弁護
士事務所が受け皿となっている。

また、メインバンクも、間接金融の伸長等
金融業界をめぐる環境変化によって、企業への
発言力・影響力は大きく低下している。

こうした状況の中で、政府主導で進められ
ている「コーポレート・ガバナンス改革」は、

「攻めのガバナンス」という言葉が象徴するよ
うに、中長期の企業価値向上を目指すとするも
のの、これまでの安定配当志向等を株主軽視と
して修正を求め、田中（2014）が批判する「経
営者への牽制とインセンティブ付与」による成
長重視のガバナンスを強める方向にある（17
頁以下）。

３−２　�「人間性原理」の深化と本件事例にみ
る後退

（１）CSR、SDGsへつながる「人間性原理」の深化
水谷（1994）は、『経営倫理の考え方は、…
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欧米でも株主主権論への批判的議論がなされ、
ガバナンスへの従業員参加を求める動きも出て
きている（5）。日本においても、多様なステイク
ホルダー、とりわけ従業員を重視する方向で、
ガバナンスのあり方を再検討すべき時期にきて
いるのではなかろうか。

４−２．「人間性原理」再構築の基本方向
（１）�「人間性原理」に基づく価値共有、「共感

経営」の推進
「人材マネジメント」を「人間性原理」を軸

にして再構築するにあたっては、第一に、モノ
づくり、サービスを問わず、「現場」を強くす
ること、すなわち、経営トップ等と現場との双
方向のコミュニケーションを継続的に図り、経
営トップ等による現場の実態認識の深化を通じ
て、経営全体の一体感、共感度を上げることが
重要と考える。

経営トップとしては、例えば次のような方
向で多様な従業員を巻き込んで「価値共有」を
進め、太田（2017）がいう「個」を活かしつ
つ「共感経営」を進める必要があろう。（H.ミ
ンツバーグ：2019）

①  「現場力」を高める「公正な人材マネジ
メント」の構築

人材マネジメントの変革にあたっては、ま
ず経営トップが「現場重視」の目線を取り戻
すことである。「強い現場づくり」を説く遠藤

（2018）は、『…テクノロジーの進展は、「人間
がやるべきものは何か」「人間にしかできない
ものとは何か」「人間の可能性はどこにあるの
か」を改めて問い直し、人間がど真ん中にある
会社へと立ち返るチャンスを与えてくれている
と考えるべきである』とする（381-２頁）。

デジタル革命の下で「現場」で働く人材、働
き方も変わらざるをえまいが、経営トップが現
場の実態を十分に認識し、現場の人材が生き生

４．�企業経営・企業倫理における「人
間性原理」再構築に向けた視点

４−１．「人間性原理」再構築の必要性
日本企業特に上場企業が、総じて本件事

例と同様の実態にあるとは思われないが、グ
ローバル化、新産業革命、デジタル革命など経
営環境が激しく変化する中で、各企業が本件事
例を他山の石として、「現場」の実態を見つめ
直し、人材マネジメントやガバナンスのあり方
を、「人間性原理」を基軸として再構築するこ
とは、喫緊の課題と思われる。

まず、「人材マネジメント」の改革は、売り
上げ至上主義やコスト削減等「効率性」「競争
性」原理に偏ったものではなく、「社会性原理」
をも踏まえた「人間性原理」を取り戻す方向で
再構築することが不可欠である。すなわち、多
様な「人材」が、それぞれ「人間らしく」働き、
能力発揮できるような、採用、教育、異動、評
価、処遇など人事・労務関連諸制度とその運用
を見直すべきである。例えば、時短の名のもと
に持ち帰り残業が常態化する、育休制度はある
が取れない（取らせない）、リーダーとして不
適格な人材が幹部登用される、検査・監査部門
が人材不足のままであるなどの問題があるとす
れば、下記４－２の基本方向で、経営トップ主
導による枠組みづくりと具体的対応が求められ
る。

また、「ガバナンス」においても、「人間性
原理」の視点から、現場の従業員を重要なステ
イクホルダーとして位置づけ、内部統制、検
査・監査を含めた利他心・良心に訴える経営者
の規律づけ、グループ・ガバナンスの強化等
の方向で再構築しなければなるまい。（田中：
2017、澤口ほか：2019）

菊澤（2019）は、政府主導の米国流ガバ
ナンスは、日本企業の生産システムとのミス
マッチを起こしていると指摘するが（第６章）、
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ジョン」や昨今注目されている「存在意義
（“PURPOSE”）」を追求・実現するために、経
営トップ・従業員が一体となって前向きに取り
組むべきである。（佐宗:2019）

従来、ともすれば「アレをやるな、コレを
やってはいけない」というダメ出し型の教育・
指導になりがちであったが、今後は、ダメなこ
とはダメと明確に認識したうえで、「良いこと
を一緒にやろう」という「共感型」コンプラ
イアンスを前向きに進めていく必要がある（國
廣：2010……53頁以下）。

そのためには、例えばパワハラ等のハラス
メント研修において、人事担当役員等の一方的
な講義ではなく、事例に基づくグループ学習を
通じて、経営層・従業員各層の認識を深めあう
といった工夫も必要であろう。
（２）�「ダイバーシティ（Diversity）」を梃子と

した「イノベーション（Innovation）」
「ダイバーシティ（人材多様化）」が進む中

では、それを梃子として、様々な場面で「イノ
ベーション（変革）」を実現し、持続可能な経営
を進めることも重要となる。AI、IoTなどに多
様な人材が「人間らしく」関わっていくために
は、次のような視点が欠かせないと思われる。

①  「日本化」ではない真の「異文化取り込
み力」の発揮

日本人は、古来様々な異文化を取り込んで
きたとされるが、山本七平が日本人の宗教への
態度・心性（mentality）を「日本教」と指摘
するように、異文化を「日本化」しながら取り
込んできた歴史ともいえる。（山本：2013）美
術・工芸や能楽など芸術・文化面でも、大陸
から取り入れたものをより洗練し昇華するな
ど、「日本化」する中で独自に発展させてきた
ものは多い。「日本的経営」も、戦前戦後の経
済環境の中で、日本人男性正社員を前提に、日
本企業が独自の雇用慣行を作り上げてきたとい

きと働き「現場力」を高めることは、ますます
必要になるであろう（6）。

また、関口・林（2009）は、組織的公正研
究を踏まえ、『…公正さには、本来、人間性や
倫理性の尊重という意味が含まれている』と
し（２頁）、『…経営者および従業員が、公正さ
を、「正しい経営」として実現すべき目標の１
つとして認識すること』が重要とする（５頁）。
人材の採用、教育、評価、異動など様々な場面
で、人材データの適正な活用を含め「公正な人
材マネジメント」が行われ、「現場力」を発揮
することが求められる。

②  グローバル化の中での「多様な人材」
の価値共有

日本企業がグローバルな展開をし、女性だ
けでなく外国人材、障碍者も含めた「多様な人
材」を雇用する中で、「一体感」をもって経営
していくためには、共有すべき「価値」の明確
化とその徹底が不可欠である。

企業倫理を「人間性原理」に基づいて制度化
し従業員に浸透させるためにも、価値共有の前
提となる「経営理念」（○○ウエイ）や「行動
基準」（Code…of…conduct、CRED）を再確認し、
共有するためのたゆまぬ努力が必要といえよ
う。例えば、今般検査不正が生じなかったトヨ
タ自動車は、「トヨタウェイ…2001」において、
① 知 恵 と 改 善（Continuous… Improvement）、
⓶人間性尊重（Respect…For…People）の２項目
を掲げ、「モノづくりはヒトづくり」という考
え方を明確に示すとともに、「トヨタ行動指針」
等と併せてグローバルに教育・徹底を図ってい
る。（伊藤：2012）

③ 「共感型」コンプライアンス
コンプライアンスに関わる諸制度につい

ても、従業員の「共感」がベースになければ
なるまい。コンプライアンスは、単に法令等
遵守にとどまらず、企業の「経営理念」「ビ

‒ 43 ‒



② 「倫理観」ある経営トップの選任
また、経営トップは、米国COSOもいう「倫

理観（Ethical…Value）」を持つことが不可欠で
ある。今井（2014）は、JAL再建に当たって、
稲盛和夫氏が倫理観あるリーダーシップを発
揮した事例について論述しているが（224頁以
下）、コーポレートガバナンス・コードにいう
経営者の選抜・選任のシステム、後継者計画の
策定も、単なる手続き論にとどまらず、経営幹
部には例えば海外勤務等で修羅場経験を積ませ
るなど「倫理観」があり「ブレない」経営トッ
プを選任する人材育成・選抜システムを構築
し、人事考課、人事異動等を通じて具体的に取
り組んでいく必要がある（7）。（勝田：2012）

③ グループ・ガバナンスの強化
本件事例においても、子会社の工場等で不

祥事が起き、本社、持ち株会社（HD）による
内部統制、現場のグリップが不十分であったこ
とが窺える。今後M＆Aなどによって国内外の
子会社・系列会社が増加し、本社のHD化も進
むと思われるが、「グループ・ガイドライン」

（経産省：2019）が公表される中、検査、監査
を含めた本社（HD）の「グループ・ガバナン
ス」の強化がこれまで以上に必要となろう。（澤
口ほか：2019）

④  現場の実態認識を踏まえた「三様監査」
における連携強化

「監査」については、本件事例にもみられる
ように、要員面を含め不十分な体制になりがち
であり、監査役等の監査にも限界があることは
事実であろう。しかし、経営トップの監視・監
督を実効性あるものにするためには、監査役等
が経営トップ以上に現場の生の声を聴き、現場
の実態認識を踏まえて、監査役等ならびに内部
監査人、監査法人三者のいわゆる「三様監査」
の連携を一段と進める必要がある（8）。

社外監査役等も、自らが現場に赴き、人

えよう。
しかし、日本的経営は、前述のように雇用

慣行やガバナンスの面で大きく変容しつつあ
り、今では外国人を含めた多様な人材の「あり
のままの受容」と異文化のシナジーを生かす「異
文化経営」が求められつつある。（馬越：2011…
第６章、佐藤：2019）

しかし、日本人、日本企業のダイバーシ
ティへの取り組みは、女性の活躍を含めまだま
だ進んでおらず、本格的な意識改革とステップ
アップが必要である。そのためには、諸外国の
いわゆるクオータ制の導入や、企業も加わった
地域社会での交流・支援など具体的な取り組み
が必要と思われる。（菊澤：2019　10-11章）

②  ダイバーシティからイノベーション（変革）へ
こうした意識改革と相俟って、「ダイバーシ

ティ」を通じた多様な人格、多彩な発想との触
れ合い、それを梃子とした新たな商品・サービ
スの開発等種々の「イノベーション」が生ま
れるようにすることも重要である。（経済産業
省：2018）
（３）「人間性原理」に根差した「ガバナンス」

企業の「ガバナンス」にも、次の視点から「人
間性原理」を組み込む必要がある。

①  「人間性、人格的魅力」あるリーダー人
材の計画的育成

企業において、従業員が重要なステイクホ
ルダーであることはいうまでもない。オリンパ
ス、東芝等経営トップ主導の不祥事は論外で
あるが、本件事例の考察を踏まえると、第一
に、経営トップが、従業員が働く「現場」への
双方向の目線を持続する「人間性、人格的魅力」
を備えることが重要であり、そうした「人間性
原理の体得者たるリーダー人材」の計画的育成
を進める人材マネジメント、ガバナンスが求め
られる。（田中：2014…第８章）
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能率協会：2015　107-108頁）
（２）… …完成検査員の減少については、NHK

の取材に答えた日産自動車の社員が、
『2000年代以降検査員の数は、およそ６
割に減少。一方で、生産性向上を要求さ
れ、不正に歯止めが効かなくなってし
まった。』と述べている。（NHK記事「内
部証言で迫る“不正の深層”～神戸製鋼・
日産で何が～」…2017.11.9…NHKホーム
ページ）

（３）… …遠藤（2018）は、『日本企業はいつの間
にか人を「コスト」として見るようになっ
てしまった。…人は「コスト」ではなく、
価値を生み出す「バリュー」である。現
場は「コストセンター」ではなく、「バ
リューセンター」である』という（317頁）。

（４）… …米ギャラップ社の調査結果は、日本企業
では「熱意ある社員」が６％のみとする
が（「〈熱意ある社員〉６％のみ」『日本
経済新聞』電子版　2017.5.26）、これは
日本人特有の文化等もあり額面通り受
け取れないとしても、日本総研（2016）
によると、経営企画部門から見て、「受
け身型社員の増加（82.7%）」「マネジメ
ントと現場の乖離（74.1％）」「コミュニ
ケーション不足（73.8％）」など内的課
題への意識が非常に強い（28-30頁）。

（５）… …英国では、2018年７月に「コーポレート
ガバナンス・コード」が改訂されたが、
江木（2018）によれば、取締役会に従業
員の声が反映するように、従業員代表の
取締役招聘、従業員に諮問する正式な会
議の設置、従業員との対話を担当する非
業務執行取締役の配置が条項５に規定さ
れたとする。また、米国では、主要企業
の経営者団体「ビジネス・ラウンドテー
ブル」が、2019年８月、従来の「株主第

間性原理に欠ける実態がないか実査すること
が、これまで以上に求められる。

４−３．今後の課題
以上、本件事例に基づき、「人材マネジメン

ト」と「ガバナンス」を中心に、「人間性原理」
を基軸として企業経営・企業倫理を再構築す
る際に求められる視点、基本方向について考
察・提言した。

本件事例として取り上げた各社において
は、第三者委員会等の再発防止策の提言や関係
省庁の指導を受けて、既に再発防止に向けた具
体的取組みを進めつつある。各社から進捗度の
公表もなされているが、再発防止に向けた取組
みの状況、その実効性については、引き続き注
視していくべき課題である。

さらに、経営環境が大きく変化する中で、
日本企業も新たな人材マネジメントの構築、ガ
バナンスの変革を進めていかざるをえまい。そ
の際に本稿で述べた「人間性原理」の視点が組
み込まれているかどうか、今後さらに検証・考
察することとしたい。

【注】
（１）… …「特採措置」とは、ISO19001：2015でも

認められているもので、本来「規定要求
事項に適合していないアウトプット（製
品・サービス）の使用又はリリースを認
めること」であるが、その運用は、明確
なルールを決めて限定されたものでなけ
ればならないとされる。顧客との間で
は、特別採用とする事由等を記載した文
書を取り交わし、顧客の許可を得て行う
ものであり、この手順を踏まない特採措
置は、取引先との契約違反であり不正と
いわざるをえない。（向殿：2018、日本
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2015　134頁以下）。「三様監査」につい
ては、日本監査役協会（2016）が、会計
不正防止に向けた三様監査の連携のあり
方を提言している。
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【別表】最近の企業不祥事の概要

企業名 事案の概要 問題点

A 三菱マテリアル
（2017.3）

・…グループ会社による不適合品の試
験データ書き換え

・…JIS 規格、顧客の要求仕様に検査
の実施

①規格順守に対する意識の低さ
②「受注」「納期」偏重の姿勢
③製品担当者に対するプレッシャー
④縦割り組織の弊害：製品ごと、製造部門と他部門
⑤…統制環境（企業風土）の著しい劣化：多数の不正行為、昇

進 • 昇格基準の形骸化、牽制不在の人事異動
⑥従来の慣行への安易な依拠
⑦子会社管理上の問題：管理の甘さ、自社の検証不足

B 日産自動車
（2017.9）

・…完成検査員でない補助検査員が完
成車の検査を実施

・…完成検査員が補助検査員に印鑑を
貸与、完成検査票に押印する事例
あり

・…取り交わした製品仕様に適合して
いない製品の検査データ書き換
え

①昼夜二交代制による完成検査員の人員不足
②…完成検査制度に関する規範意識の鈍麻
　（補助検査員も技能に習熟しており問題なしと認識）
③任命基準書と実態の乖離
④品質保証部・課長等上位者の認識不足
⑤内部監査逃れと監査側の見過ごし（内部通報なし）

C�神戸製鋼所
（2017.8）

・…アルミ •銅事業部門による顧客と
の間で取り交わした製品仕様に
適合していない製品の検査デー
タの書き換え

①収益評価に偏った経営と閉鎖的な組織風土
②…バランスを欠いた工場運営：生産 • 納期優先の風土、閉鎖

的な組織（人の固定化）
③不適切行為を招く不十分な品質管理手続き
④契約に定められた仕様の順守に関する意識の低下
⑤…不十分な組織体制：監査機能の欠如、本社による品質ガバ

ナンス機能の弱さ

D  ヤマト ホール
ディングス
（2018.6）

・…子会社ヤマトホームコンビニエン
スが、引越事業において組織ぐる
みで引越料金を水増し

①…商品内容に関する教育の不備…マニュアル • 作業フロー等
がない、新入社員への教育を実施せず等

②約款 • 契約に対する意識等の不足
③…法人契約締結ルール不備と引越事業に係る社内配分ルール

の偏頗性
④…業績不振と給与水準の低位さから業績インセンティブ等を

受給しようとの意識が働いた
⑤…会社組織上の問題：引越事業の管理 • 運営に関する本社の

責任部署の不存在、統括支店への権限移譲による問題事象
の横展開意識の欠如、法務.CSR 部署の弱体

⑥内部通報制度、内部監査の機能不備

E スルガ銀行
（2018.8）

・…シェアハウスローンを含む収益不
動産ローンにおける債務者 • 物
件関係資料の偽装

・…抱き合わせ販売等行員が関与する
不正行為、その温床を醸成する行
為

①…審査体制の問題：融資基準や審査体制の問題点を意識して
いたが経営者・部内で共有されず

②…営業の問題：トップダウン方式の高い営業目標、拠点長へ
の強度のプレッシャー

③…効率性指向とチャネルへの依存：書類は業者から徵求する、
審査条件の業者への暴露等

④内部監査体制の問題：形式的 • 外形的な内部監査
⑤…統制環境（企業風土）の著しい劣化：多数の不正行為、昇

進 • 昇格基準の形骸化、牽制不在の人事異動
⑥…ガバナンスの問題：取締役会、経営会議の位置づけ等組織

構築の問題、取締役会の機能不全、社外監査役への伝達を
怠っているなど監査役職務遂行の問題

　　　　　　　　【注】本表は、各社の特別調査委員会・第三者委員会の調査報告書から筆者作成
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北海道大学大学院経済学研究院 谷　口　勇　仁
Hokkaido…University Eugene Taniguchi

企業事故における報告活動と報告回避行動

A…Reporting…Behavior…and…Reporting…Avoidance…Behavior…in…Corporate…Accident

ABSTRACT
In… order… to… prevent… corporate… accidents,… organizations…need… to… facilitate… reporting…
behavior.…The…purpose…of…this…paper…is…to…examine…the…response…behavior…of…employees…
when…they…make…mistakes.…Firstly,…we…reviewed…previous…research…of…reporting…behavior.…
Secondly,…we…conducted…a…case…analysis…of… the…JR…Fukuchiyama…Line…derailment… that…
occurred… in…2005.…As…a… result…of… the…case…analysis,…we… identified…an…employee…action…
which…we…labeled…“reporting…avoidance…behavior”.…Reporting…avoidance…behavior…is…not…
a…violation…of… the… rules.…However,… the… reporting…avoidance…behavior… is…an…unexpected…
behavior…（unsafe…behavior）…for…the…rule…maker…and…may…contribute…to…a…major…accident.

キーワード
企業事故、報告活動、報告回避行動、不安全行動、JR 福知山線脱線事故

いう二者択一の意思決定の結果として捉え、ど
のような要因がこの意思決定を促進もしくは阻
害するのかに焦点があてられてきた。そのた
め、過失発生後にとる従業員の行動は報告活動
のみという前提が存在しており、報告活動以外
の過失発生後に従業員がとる行動については注
目されてこなかった（3）。

そこで、本稿は、「従業員は過失発生後にど
のような対応行動をとるのか」について、事例
分析をもとに検討を行うことを目的とする。具
体的には、2005年に発生したJR福知山線脱線
事故における伊丹駅でのオーバーランを事例と

１．はじめに
企業事故（1）の発生原因については、従業員の

不安全行動、規則違反行動、リスクマネジメン
ト体制の不備など多くの要因が議論されてい
る。その中で、企業事故を防止する代表的な施
策として報告活動が指摘されている。

報告活動とは、「自らの過失（エラーやニア
ミス）を上司に迅速に報告すること」を指し、
企業事故の早期発見・早期対応や未然防止・再
発防止に欠かせない活動である（2）。しかし、こ
れまでの報告活動に関連する先行研究では、報
告活動を、「過失を上司に報告する/しない」と
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し、過失発生後の運転士の行動に注目して検討
を行う。

以下第２節では、報告活動に関する先行研
究を概観し、課題を検討する。第３節では、
2005年に発生したJR福知山線脱線事故の事例
について記述する。第４節では、事例分析をも
とに、過失発生後に生じる「報告回避行動」に
ついて検討する。第５節では、むすびとして、
本稿の結論と今後の課題について明らかにす
る。

２．報告活動に関する先行研究
（１）先行研究の概観

報告活動は、「自らの過失（エラーやニアミ
ス）について口頭ないしは公式な報告システム
を用いて上司（責任者）に伝えること」と定義
できる（Zhao&Olivera,…2006,…p.1012）。報告活
動に関する実証研究では、主に報告活動を促進
/阻害する先行条件が注目されてきた。この先
行条件に関する研究には大きく２つのアプロー
チが存在する。

第１に、報告活動を促進する組織の文化/風
土に注目する研究である。このアプローチで
は、特定の文化/風土を持つ組織と持たない組
織を比較して、報告活動の程度との関係を検証
することや、報告活動を促進する文化/風土の
構成要因を明らかにすることを目的とする。具
体的には、懲罰的な文化と非懲罰的な文化の比
較（4）（Force,…2006）、過失をマネジメントする風
土（high…error-management…climate）と過失を
回避する風土（error…averse…climate）の比較（5）

（Gronwold…et…al.,…2013）、安全風土を持つ組織
と持たない組織との比較（6）（Probst…et…al.,…2008；
Probst&Estrada,…2010）、安全文化の構成要因（7）

（Oltedal&McArthur,…2011）などがあげられる。
これらの先行研究では、報告活動を促進する文
化/風土の有効性を明らかにしている。

第２に、報告活動を阻害する要因に注目
し、どのような要因が報告活動に影響を与え
ているのかを検証するものである。このアプ
ローチでは、報告活動を阻害する要因をインタ
ビュー調査によって探索することや、アンケー
ト調査によって検証することを目的とする。
Uribe…et…al.（2002）では、報告活動を阻害す
る要因を明らかにするために、医療専門家に対
象とした実証研究を行い、組織要因（過失を文
書化する時間/業務量等）、組織・個人要因（過
失を報告しても改善につながらない、誰が報告
するのかが曖昧、懲罰への恐怖等）、個人要因

（報告に対する興味関心の欠如）を指摘してい
る。Schaaf&Kanse（2004）では、報告しない
ことの理由を明らかにするために化学工場の従
業員を対象に実証研究を行い、①罰への恐怖、
②目新しい事態ではない、③報告システムの趣
旨に反する、④既に問題が解決した、⑤証拠が
無い、⑥その他という６つを提示している。ま
た、報告活動を阻害するその他の要因として、
職の不安定性（Probst…et…al.,…2013）、従業員に
よって認知された生産圧力（Probst…&…Graso,…
2013）、道徳的不活性（8）（Petitta…et…al.,…2017）な
どが指摘されている。

次に、報告活動に関する代表的な理論研
究としては、報告活動の研究枠組を提示した
Zhao&Olivera（2006）をあげることができる。
まず、報告活動の研究枠組を図１のように提示
する。この研究枠組は、報告活動のプロセス
を、「過失の知覚」、「状況の評価」、「対応行動
の選択」という３つのフェーズに分類する。「過
失の知覚」のフェーズでは、過失のタイプと過
失の知覚が分析対象となる。過失のタイプとし
ては、単純な記憶忘れの過失であるスリップ、
ルールの適用ミスであるミステイクなどが提示
されている。過失の知覚とは、どのように過失
を知覚するのかであり、自分の行動から気づく
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場合、結果から気づく場合、状況が知らせてく
れる場合にわけられる。

次に、「状況の評価」のフェーズは、過失
を発生させた従業員が、上司に報告するかし
ないかを決める意思決定段階である。そこで
は、報告することに対するコストベネフィット
分析が行われる。その分析の対象として、個
人のコストベネフィット、組織のコストベネ
フィット、そして、過失の被害者のコストベネ
フィットが提示される。また、感情面として
は、恐れ、恥、困惑、罪悪感などが指摘されて
いる。

最後に、「対応行動の選択」のフェーズで
は、報告する場合と報告しない場合にわけられ
る。先行研究では対応行動の選択が「報告する
/しない」という二者択一になっているが、実
際には、様々なパターンが考えられることを主
張する。具体的には、報告する場合には、あり
のままの事実を報告、事実を過小に報告、他者
の過失として報告する場合に分類される。他
方、報告しない場合には、関わった証拠を隠す

（隠蔽）、過失自体を復元（処理）、何も対応し
ない（無視）に分類される。この研究枠組に基
づくと、先行研究は、「状況の評価」のフェー
ズに注目し、状況の評価に影響を与える要因

（文化/風土、報告の手間、懲罰の有無等）の検
証を行っていることが明らかになる。

図１　報告活動の研究枠組

出所：Zhao&Olivera（2006,…p.1017）を基に作成

（２）先行研究の批判的検討
上記のように、先行研究は報告活動を促進/

阻害する要因を中心に展開されてきたが、先行
研究における問題点として以下の２点を指摘す
ることができる。

第１に、先行研究では、報告活動を「報告す
るか否か」と言う二者択一の意思決定の結果と
して捉えている。しかし、Zhao&Olivera（2006）
でも指摘されているように、報告活動は単なる
二者択一問題ではなく、様々なパターンの対応
行動として存在する。

第２に、報告活動は、図１に示されている
ように、「過失を知覚した後、状況を評価し、
対応行動を選択する」という一連のプロセスと
して描かれており、過失発生後に従業員がとる
行動は報告活動のみという前提が存在してい
る。しかし、現実には、従業員は、報告活動以
外の行動をとる可能性がある。例えば、過失発
生後に、隠蔽行動を試しに行い、上手くいった
ら報告しない、上手くいかなければ報告すると
いうプロセスも考えられる。

そこで、第３節では、過失発生後の従業員
の行動を検討するために、2005年に発生した
JR福知山線脱線事故における直前の停車駅で
ある伊丹駅で発生したオーバーラン（所定停止
位置行き過ぎ）に注目し、事例の分析を行う（9）。
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通過駅である塚口駅の段階では１分12秒の遅
れまで短縮されたが、運転士のブレーキ使用が
遅れたため、半径304mの右カーブに制限速度
70㎞/hを大幅に超える約116㎞/hで進入し、脱
線事故が発生した（図２）。

（２）伊丹駅でのオーバーラン
伊丹駅でのオーバーランの状況を、直前の

通過駅である北伊丹駅以降から記述する（12）。
まず、列車は加速しつつ、約120km/hの速度で
定刻より約34秒遅れて北伊丹駅を通過した。北
伊丹駅を通過後、約42秒間惰行し、伊丹駅の
所定停止位置の643ｍ程度手前を113km/hで通
過した時、停車ボイス機能（13）による「停車で
す、停車です」という女性の声が１回発せられ
たが、特に処置なくそのまま惰行を続けた。続
いて伊丹駅の所定停止位置の468ｍ程度手前を

３．JR福知山線脱線事故の事例（10）

（１）事故の概要
JR福知山線脱線事故は2005年４月25日（月）

午前９時18分54秒に、福知山線塚口駅－尼崎
駅間の右カーブにおいて発生した。車両はJR
西日本の宝塚駅発同志社前駅行上り快速電第
5418M列車（７両編成、207系）であり、列車
進行方向左側のマンション１階に衝突し、運転
士を含む107人が死亡し、562人が負傷した（11）。

事故を引き起こした列車の行動は以下のと
おりである。まず、宝塚駅を定刻より15秒遅
れて出発し、その後、中山寺駅、川西池田駅に
おいて駆け込み乗車や電車に乗り込む客が多い
ことを原因として35秒の遅れが発生した。そ
の後、伊丹駅で72mのオーバーラン（鉄道車両
が停止すべき停止線を通過してしまうこと）が
発生し、伊丹駅を１分20秒遅れで出発した。

図２　本件列車の運行経過図

注：…尼崎駅は伊丹駅から進行方向左に位置しているが、左カーブ
直前に存在する右カーブにおいて事故が発生した。

図３　北伊丹駅から伊丹駅までの運行状況
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図４　伊丹駅におけるオーバーランの状況

105km/hまで減速したが、９時18分54秒ごろに
１両目が左に転倒するように脱線した（15）。

４．事例の分析
本節では、JR福知山脱線事故における伊丹

駅におけるオーバーランの現象に注目し、運転
士のとった行動の背景について検討する。
（１）伊丹駅でのオーバーランの分析

本件列車の車両ブレーキ装置は、常用ブ
レーキ、非常ブレーキ、予備ブレーキの３系統
が設けられている。常用ブレーキは通常用いる
ブレーキであり、非常ブレーキは緊急時に用い
るブレーキ、予備ブレーキは常用ブレーキ/非
常ブレーキが使用できない場合に用いること
とされている（16）（表１）。つまり、通常運転で
は常用ブレーキを用いることが基本であり、も
し、所定停止位置通過の可能性がある場合には
予備ブレーキではなく、非常ブレーキを用いる
ことが定められている。しかし、本件運転士
は、伊丹駅の所定停止位置を過ぎる直前に、常
用ブレーキ/非常ブレーキともに使用できない
場合に使用する旨定められている予備ブレーキ
を使用している。

この「なぜ、運転士は非常ブレーキではな
く予備ブレーキを用いたのか」という疑問に対
する回答に対して、「報告義務から逃れるため
に、非常ブレーキではなく予備ブレーキを利用
した」という可能性を指摘することができる。
JR西日本では、業務の終了点呼に際して、通
常と異なる出来事に遭遇したときはその内容を

約112km/hで走行しているときに、停車駅通過
防止警報機能（14）による「停車、停車」という
男性の声及び機械的な警報音が同時に発せられ
その直後に常用ブレーキが使用された（図３）。

しかし、減速度が足りないため、伊丹駅の
２番線プラットホームの始端（所定停止位置の
約199m手前）を約83㎞/hで通過し、その後、
所定停止位置を約46km/hで通過した。その約
５秒後に所定停止位置の約44ｍ前方の地点を
28km/hで通過していた時に、車掌により７両
目の非常ブレーキスイッチが操作され、その約
3.4秒後に所定停止位置を約72ｍ行き過ぎて本
件列車は停止した。また、車掌によって非常ブ
レーキスイッチが操作される少なくとも約５秒
前から、運転士によって１両目の予備ブレーキ
スイッチが操作され、予備ブレーキが作動して
いた（図４）。所定停止位置を約72m行き過ぎ
て停止した本件列車は停止から約12秒後に後
退を開始し、所定停止位置から約３m後退した
場所に１分８秒遅れて伊丹駅に到着した。

（３）伊丹駅から事故発生まで
列車は、伊丹駅を定刻より約１分20秒遅れ

て出発し、加速を続け、124～125km/hまで達
し、塚口駅を１分12秒遅れて通過した。その
後、惰行を続けて、ブレーキを使用開始すべ
き位置を通過し、制限速度70km/hの事故現場
の右カーブに約116㎞/hで進入した。久保田
川橋梁を超えたころから、常用ブレーキが断
続的に使用され、カーブ進入から2.4秒後には
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報告するように定めており、終了点呼の際の報
告事項例（参考）として、「停止位置を直した
とき」、「非常ブレーキを使用したとき」等が列
挙されているが、予備ブレーキを使用したとき
に、その旨を報告することは要しないことと
なっている（17）。

運転士がオーバーランの可能性を察知した
場合、選択肢としては非常ブレーキか予備ブ
レーキを用いることができる。結果としてオー
バーランしてしまった場合にはどのブレーキを
用いていたとしても報告義務が発生するが、も
しオーバーランしなかった場合、非常ブレーキ
を用いた際には報告義務が発生するが、予備ブ
レーキを用いた際には報告義務は発生しないこ
とになる。今回の事例では、①車掌が非常ブ
レーキスイッチを操作し非常ブレーキが作動
したこと、②結果的に72mのオーバーランをし
てしまったことにより、報告義務が発生した
が、もし、オーバーランをしなかった場合には
報告義務は発生しなかった。なお、航空・鉄道
事故調査委員会（2007）においても、運転士
が非常ブレーキではなく、予備ブレーキを利用
した理由として、非常ブレーキを使用したとき
は、終了点呼時に報告を要する一方で、予備ブ

表１　常用ブレーキ・非常ブレーキ・予備ブレーキの関係

ブレーキの種類 目的（運転実施基準による説明） 点呼の際の
報告義務

常用ブレーキ
・通常用いるブレーキ
（列車を停止させるときは、常用ブレーキによるものとする）

無し

非常ブレーキ

・緊急時に用いるブレーキ
（ 次のいずれかの場合は、非常ブレーキによらなければならない。①

発報信号により停止信号の現示があったとき、②常用ブレーキによ
り列車を停止することができない箇所で、停止信号の現示があった
とき、③急きょ列車を停止しなければならない事態が生じたとき）

有り

予備ブレーキ

・常用ブレーキ、非常ブレーキを使用できない場合に用いるブレーキ
（ 予備ブレーキは、電気指令式ブレーキの故障又は、直通ブレーキ・

自動ブレーキとも故障のため使用できないときなど、緊急やむを得
ない場合のみに使用する第 3 の保安ブレーキであり、減速・停止の
ために使用（常用）することを禁止する）

無し

出所：航空・鉄道事故調査委員会（2007,…pp.103-104）の記述を基に作成

レーキを使用したときには、報告を要しないこ
とを指摘している（航空・鉄道事故調査委員会,…
2007,…p.218）。

また、報告義務から逃れようとする行動を
とった理由としては、過失を報告することに伴
い課せられる懲罰を避けるためであったと考え
られる。JR西日本は、所定停止位置行き過ぎ、
点呼時刻に遅れるなどした乗務員について、乗
務から外し「顛末書の作成」、「反省文の作成」
等をさせている。対象となる乗務員の勤務種別
を「乗務員」から「日勤」に変更し乗務員を乗
務から外して行なわれることから「日勤教育」
と呼ばれていた（18）。日勤教育は他の乗務員か
ら見える内勤室で行われるため、ストレスのか
かるものであった。また、勤務種別が変更され
ることによって賃金も減少する（19）。したがっ
て、この懲罰から逃れるため、過失の報告義務
を回避する行動をとったと考えられる。
（２）議論

上述の通り、本来、非常ブレーキを利用す
べき状況において、予備ブレーキを用いるとい
う行動は、報告義務が発生することを回避する
ことを目的とした行動として解釈でき、報告回
避行動として位置づけることができる。報告回
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例えば、ルール制定時には想定していない機器
の使用などである。報告回避行動は、報告義務
を回避することを目的としているため、過失を
回復する手段としては効率的ではなく、不安全
行動になることが多いと考えられる。したがっ
て、報告回避行動は企業事故防止に向けた施策
を阻害する可能性が存在する。

５．結論
本稿は、事例分析をもとに「過失発生後、

従業員はどのような対応行動をとるのか」につ
いて検討を行うことを目的としていた。JR福
知山線脱線事故の事例分析の結果、「上司に問
題を報告することに伴う不利益を避けるため
に、意図的に報告義務を回避する行動」という
報告回避行動という現象に注目し、その特徴に
ついて明らかにした。

本稿の理論的含意としては、報告活動に関
する意思決定プロセスにおける新たな対応行動
を指摘したことである（図５）。従来の報告活
動の意思決定プロセスでは、過失が発生し、状
況判断を行い、報告する/報告しないかを決定
し、その後に対応行動が存在していた。つま
り、過失発生後の報告活動以外の行動は考慮さ
れず、過失発生と同時に報告義務が発生するこ
とを前提としていた。

しかし、事例分析の結果、過失発生段階の
対応行動として、報告義務を回避することを目
的とした報告回避行動の存在を明らかにした。
報告回避行動の結果、過失が回復されれば、
報告する義務は発生せず、報告は行なわれな
い。他方、報告回避行動をとったにもかかわら
ず、過失の回復に失敗した場合、報告義務が発
生し、従来通り、報告する/しないの意思決定
を行なうことになる。このように、報告活動の
プロセスにおいて、報告する/しないを意思決
定する前に、ルールの範囲内で報告義務を回避

避行動とは、「上司に過失を報告することに伴
う不利益を避けるために、意図的に報告義務を
回避する行動」と定義できる。

報告回避行動の仮想例として、大学の研究
室で実験を行っている最中にボヤを起こしてし
まった場合を考える。この場合、鎮火作業の選
択肢として、消火器を用いる場合と、バケツの
水を用いる場合の２つが考えられる。また、消
火器を用いることにより報告義務が発生すると
仮定する。この場合、報告回避行動は、「バケ
ツの水での鎮火作業」となる（20）。

事例分析により、報告回避行動は以下の４
つの特徴を持つと考えられる。

第１に、報告回避行動は過失発生段階に起
こる行動である。これに対し、過失を報告する
か否かを決定する意思決定段階において、「報
告しない」という意思決定を行うことは報告義
務を果たしていないため、「報告の不履行」と
位置づけることができる。

第２に、報告回避行動は、自らの不利益を
回避することを目的とした行動である。今回
のJR福知山線脱線事故における伊丹駅のオー
バーランの事例では、日勤教育という厳しい懲
罰制度が存在し、その懲罰から逃れるために報
告を回避する行動をとったと考えられる。した
がって、懲罰制度は報告回避行動を促進する可
能性が存在する。

第３に、報告回避行動は必ずしもルール違
反ではないことである。報告義務が発生する
ルールを理解し、そのルールの抜け道を探索す
る行動であり、明確なルール違反には相当しな
いと考えられる。もちろん、ルール違反になる
場合もあるが、その場合であっても、従業員は
ルール違反の程度（懲罰の程度）を軽くするこ
とを考慮しながら行動する。

第４に、報告回避行動はルールの制定者に
とって想定していない行動となる場合が多い。

‒ 55 ‒



告義務のある回復作業を行ったか否かを厳密に
チェックするだけでは不十分となる。例えば、
研究室での火災事故防止を管理するためには、
消化器を利用したか否かをチェックするだけで
は不十分である。報告回避行動の発生まで考慮
すれば、バケツを利用した可能性まで考慮して
チェックする必要がある。したがって、報告義
務を課す作業の決定といった事故防止のルール
設定が、どのように報告回避行動を引き起こす
のかについて検討を行う必要がある。

＜注＞
（１）… …企業事故は「通常は正しく遂行できるに

もかかわらず、意図せずしてステイクホ
ルダーにネガティブな影響を与える企業
行動」を指す（谷口,…2012,…p.10）。

（２）… …企業事故防止における報告活動の重要性
は、以下の２点を指摘することができ
る。第１に、企業事故の早期発見・早期
対応である。危機管理において、大事故
へのかすかな徴候（シグナル）を察知す
ることの重要性が指摘されており、その

できる回復作業を選択する/しないという意思
決定を考慮する必要があることを指摘した。

次に、実践的含意としては、報告回避行動
の危険性を指摘したことである。先行研究にお
いて、過失を報告しないこと自体の危険性につ
いては指摘されてきたが、過失に伴う回復作業
の選択に関して不安全行動との関連性は指摘さ
れていない。しかし、過失の回復作業として、
予備ブレーキを用いることや、バケツの水で鎮
火作業を行うことは、過失に対して、非効率で
不安全な手段を利用することになる。このよう
な行動は規則の制定者にとって想定していない
行動であり、過失の大きさを見誤った場合、大
事故に発展する可能性が存在する。

今後の課題は、報告回避行動が組織の企業
事故防止策に与える影響の検討である。報告回
避行動は企業事故防止活動を阻害する可能性が
存在するため、報告回避行動をどのように防止
すればよいのかについて検討する必要がある。
特定の回復作業に報告義務を課すと、従業員
は報告に伴う懲罰を避けるため、非効率・不
安全な回復作業を選択する可能性が発生する。
そのため、過失を厳密に監視するためには、報

図５　報告活動に関する従来の意思決定プロセスと本研究の意思決定プロセス
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（７）… …安全文化とは安全を指向する組織文化で
あり、1986年に発生した旧ソ連のチェ
ルノブイリ原子力発電所事故に関する
国際原子力機関（IAEA）の報告書にお
いて初めて示され、「原子力発電所の安
全にかかわる諸問題に対して最優先で臨
み、その重要性に応じて注意を払い、気
配りをするという組織や関係者個人の態
度や特性の集合体」と定義されている

（INSAG,…1991,…p.4）。Oltedal&McArthur
（2011）では、報告活動に影響を与える
安全文化の構成要因を明らかにするため
に、商船の乗組員を対象とした実証研究
を行い、①安全教育、②乗組員同士の信
頼関係、③上司の安全行動、④リスク同
定活動、⑤報告に対するフィードバック
が影響を与えていることを明らかにして
いる。

（８）… …道 徳 的 不 活 性（moral…disengagement）
とは個人が不正行為の道徳的結果を緩
和させる心理社会的メカニズムである

（Bandura,…1999）。特に、安全に関する
道徳的不活性とは、「安全対策を行なわ
ないことに対する正当化の度合い（言い
訳）」として位置づけられる。

（９）… …この事例を選択した理由は、事故調査報
告書において運転士の行動が詳細に記述
されており、運転士の報告活動に関する
具体的な行動を検討できると考えたため
である。

（10）… …本稿は、JR福知山線脱線事故の事故原
因の分析を行うものではなく、JR福知
山線脱線事故における報告活動に関連す
る現象を探索するものである。

（11）… …航空・鉄道事故調査委員会（2007,…p.1）。
（12）… …航空・鉄道事故調査委員会（2007,…pp.11-

12）。

ためには、現場の従業員が自らの過失を
報告することが必要となる。第２に、企
業事故の未然防止・再発防止である。ハ
インリッヒの法則にもとづけば、大事故
を未然に防止するためには、大事故の予
兆となるようなヒヤリハットや軽微な事
故の情報を蓄積することが必要となる。
そのためには、自らの過失を上司に積極
的に報告することが欠かせない（谷口,…
2016,…p.98）。

（３）… …厳密には、過失発生後の組織的対応とし
ては、①過失の復旧活動、②過失の報告
活動、③過失からの学習活動が考えられ
るが、本稿では、②の報告活動に関連す
る研究に限定して議論を展開する。

（４）… …懲罰的な文化とは、過失に対して否定的
で、過失を報告することによって厳しい
懲罰を受ける文化である。他方、非懲罰
的な文化とは、従業員同士が信頼し、互
いにサポートし合って、過失に対して
互いに責め合わない文化である（Force,…
2006）。

（５）… …過失をマネジメントする風土とは、過失
が存在することを前提として、過失から
学ぶ姿勢を持つ風土であり、過失を回避
する風土とは、過失はあってはならない
ものであり、過失に対して厳しい懲罰
を与える風土である（Gronewold…et…al.,…
2013）。

（６）… …安全風土とは、「従業員が組織の安全に
関して保持する統一された認知のセッ
ト」である（Zohar,…1980,…p.101）。…安全
風土に関する研究では、安全風土が存
在することが事故の発生を低減させ、さ
らに事故に関する報告活動を促進するこ
とが示されている（Probst…et…al.,…2008；
Probst&Estrada,…2010）。
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日本企業における組織の倫理風土と仕事の意味深さ
―  組織の視点からの実証と考察  ―

Ethical…Climate…and…Meaningful…Work…in…Japanese…Companies:
…From…the…Perspective…of…Organizations

ABSTRACT
In… this… study,… I…argue… that…ethics…management…contribute… to…making…employees’…work…
more…meaningful.…First,… I… constructed…a… framework…of…ethics…management…based…on…
Integrity…Strategy.…Reviewing…previous…studies,…I…focus…on…four…factors:…top…management’s…
ethical… leadership,…organizational…ethical… climate,… employees’… ethical…orientation,… and…
meaningful…work.…I…then…conducted…an…empirical…research…questionnaire…survey…by…mail.…
I…obtained…132…valid… responses… from…Japanese…companies… listed… in… the…first… sectors…of…
the…Tokyo… stock…market… and…analyzed… the…data…using… structural… equation…modeling.…
The… results… show… :（1）top…management’s…ethical… leadership…affects… several… types…of…
organizational…ethical…climate,（2）the…“contribution/benevolence… toward…others”… type…
climate…has…the…strongest…influence…on…the…employees’…ethical…orientation,…and（3）the…
“principle…and…decision”…type…climate…has…a…stronger…influence…on…meaningful…work…than…
the…“rules…of…companies”…type…climate.

キーワード
倫理的リーダーシップ、組織の倫理風土、従業員の倫理性、仕事の意味深さ、インテ
グリティ

語られ、説明され得る。しかし「経営倫理」が、
その担い手でもある従業員にとってどのような
意味をもつのかは、学術的にも実務においても
あまり着目されてはこなかったと思われる。

こうした問題意識から、本橋（2019）では、
目的的人間観に基づいて従業員の「働きがい」、
特に「仕事の意味深さ（1）」に着目し、これに影
響を及ぼす要因について、従業員を対象とした
サーベイを実施し「個人の目線での」の探究を

１．はじめに
今日、「経営倫理」は、いわゆる不祥事や不

正の問題から、社会的責任や社会課題の解決
まで、さまざまな側面から捉えられ、探究さ
れ、実践されている。こうした経営倫理を企業
の「よさ」の問題、日々の事業活動の質の問題
として捉えるならば、その「質」は、制度化さ
れた施策の状況のみならず、その組織の中の
人々のあり方やそこに培われる風土によっても
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行った。本研究は、この問題意識と結果を引き
継ぎつつ、「組織の目線での」実証と考察を新た
に行うものである。一連の研究における最も大
きな「問い」は、「経営倫理の推進は、従業員に
とって、どのような意味をもつのか」であるが、
本研究ではその下位の研究質問として「日本企
業における経営倫理のあり方は、従業員の仕事
の意味深さに、どのように影響を及ぼしている
のか」という問いを立て、検討していく。

２．�本研究における経営倫理のフレー
ムワーク

先に述べたように、「経営倫理」はさまざま
に捉えられ得るが、これを日々の事業活動の
質、あるいは「よさ」の問題として考える本研
究において、その具体的なフレームワークを構
築するにあたり依拠し得る概念に、Paine（1994）
が示す「組織のインテグリティ」がある。

Paine（1994）は、企業（における）倫理を、
個々人の問題ではなく、経営者のリーダーシッ
プによって実現される、組織のあり様であると
する。その上で、経営者がとり得る経営倫理
の戦略を、法令等の外的基準を順守することを
志向するコンプライアンス志向の戦略と、自ら
が選んだ内的基準（価値観）による自己制御を
目指すインテグリティ志向の戦略とに大別し、
各々の特徴を示している。その区分は演繹的に
示された理念モデルに止まらず、現実の企業事
例から帰納的にも導かれている。Paineはさら
に、企業事例を定性的に分析し、インテグリ
ティ志向の戦略の（コンプライアンス志向の戦
略に比べた）優位性を提示している。また、そ
の後、Trevino…et…al.（1999）による定量的な実
証分析でも、倫理的な価値の共有を重視するイ
ンテグリティ志向の倫理プログラムは、法令順
守を重視するプログラムに比べ、従業員の倫理
的な気づきや意思決定の促進、あるいは非倫理

的行動の抑止において効果的であることが示さ
れている。

インテグリティ志向の戦略とは、経営トッ
プが自社のありたい姿を描いて倫理的な価値の
体系を構築し、自らリーダーシップを発揮し
て、従業員にその共有とこれに基づく意思決定
を促す（そのように、従業員の倫理性を育む）
ことにより実践されていくものである。本研究
ではこうした、経営トップを起点とする一連の
流れを、経営倫理を構成するものとして捉え、
分析や考察におけるフレームワークとする。

ただし本研究は、2010年代後半の日本企業
と従業員を対象にして、進めるものである。そ
のため、上で示した一連の流れ、すなわち経営
トップのリーダーシップや教育によって直接、
従業員に影響を及ぼすという関係の中でも、特
に、経営トップと従業員との間に介在する「組
織」という「場」の存在、より具体的にはその

「風土」に着目する。上述のPaineやTrevino…et…
al.が対象とした企業や従業員はアメリカのそれ
であるが、佐藤（2007）によれば、アメリカ
が個人主義であるのに対し、日本では（「垂直
的」から「水平的」への移行が見られるとして
も）集団主義、すなわち「集団志向」の傾向が
続いている（いく）という。経営倫理の研究に
おいても、特に日本企業における近年の不祥事
を分析したものには、個々人の倫理的な（ある
いは、非倫理的な）行動を促した原因に、組織
の風土を指摘するものが少なくない。

そこで、本研究においては組織風土の重要
性に着目し、また、経営トップのリーダーシッ
プにおいても組織風土においても、その「倫理
的なあり方」に焦点を当てて検討する。これら
を分析における説明変数とすれば、結果変数は
従業員にとっての「仕事の意味深さ」である。

ただし本研究は「組織の目線での」検討を
行うものであり、従業員個人の内面における影
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響関係に踏み込んだ検証は難しい。そのため、
「経営トップや組織風土に影響される従業員の
倫理性」という関係において結果変数となる「従
業員の倫理性」を、「仕事の意味深さ」と並列
に位置するものとして扱う。

ここまでの検討をまとめると、本研究では
経営倫理のフレームワークを「経営トップの倫
理的なリーダーシップ→組織の倫理風土→従業
員の倫理性／仕事の意味深さ」という一連の流
れで捉えることになる。以下ではまず、この流
れの中央に位置する「組織の倫理風土」につい
て先行研究を概観する。

３．組織の倫理風土に関する先行研究
企業倫理学における「倫理風土（Ethical…

Climate）」研究の嚆矢は、その定義と測定尺
度を提示したVictor…and…Cullen（1987、1988）
と思われる。その定義によれば、倫理風土と
は、「何が適切な行動であり、組織における倫
理的な状況がいかに扱われるべきなのかにつ
いて、共有された知覚」であり、「倫理的な文
脈を有する、組織における典型的な行動やや
り方についての浸透した知覚」である。Victor…
and…Cullenは、この定義と共に、倫理学の理論
と社会学の理論を掛け合わせて倫理風土を分類
するモデルを示し、測定のための尺度（ECQ:…
Ethical…Climate…Questionnaire）を開発してい
る（2）。この倫理風土モデルは端的にいえば、縦
軸（倫理学に依拠）に、道徳的発達段階を示す
Kohlberg（1984）のモデルを参照しながら倫理
的な意思決定とその理由づけにおける「利己

（Egoism）／博愛・善行（Benevolence）／原理・
原則（Principle）」の３つの基準を配し、横軸（社
会学に依拠）には、意思決定における分析の対
象の範囲として「個人（Individual）／組織・
集団（Local）／社会・市民（Cosmopolitan）」
の３つのレベルを配して、３×３のマトリクス

による９つの象限で倫理風土のタイプを示すも
のである（図表１（左）参照）。このマトリク
スの「軸」を、依拠する理論に基づいて解釈す
れば、縦軸は「より発達した段階の」倫理的判
断基準を、横軸は「より広い」倫理的分析視座
を示すものといえよう。

このマトリクスにおける１つの象限につき４
つの質問項目を配し、４項目×９象限＝36項目
で組織の倫理風土を測定する尺度が、ECQであ
る。例えば、「Egoism／利己」と「Individual／
個人」を掛け合わせた象限「Self-Interest／自己
利益」に対応する項目は、各レベルの頭文字を
とって「EL」となり、それが４項目あるので
連番を振って「EL1」「EL2」「EL3」「EL4」と
なる。９つの象限が各々４項目により測定され
ること図式化すると図表１（右）のようになる。

このモデルとその測定尺度ECQはその後、
（米欧の）多くの実証研究で用いられてきた。
それらの研究をメタ分析したMartin…and…Cullen

（2006）によれば、理論モデルとしては９つの
タイプがあり得るものの、メタ分析の結果から
は図表２に示す５つのタイプに収斂されると
いう。また、ECQの日本における妥当性は近
年、山田ら（2015）、三井ら（2017）により検
証されているが、いずれにおいてもMartin…and…
Cullen（2006）と同様に、２象限を統合した「思
いやり（チーム・ワーク）」風土を認めるのが
適切であるという。

ここで、倫理風土モデルにおける「タイプ」
と、先に概観した「コンプライアンス志向（の
戦略）」と「インテグリティ志向（の戦略）」と
を対比して、若干の考察を行っておきたい。

特に着目したいのは、倫理風土モデルおけ
る「組織の規則と手続き」「法と専門職規範」
の２つのタイプである。近年、日本企業を対
象にECQを用いて実証調査を行った山田ら

（2015）によれば、この２つのタイプに該当す
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容は（特に後者は、社会的責任風土の２変数も
含め）こうした理念を意味するものとしても解
釈され得るからである。

４．�組織の倫理風土に作用するもの：経
営トップの倫理的リーダーシップ

本節では、組織の倫理風土に作用するもの
として、経営トップの「倫理的リーダーシップ」
を概観し、仮説を導出する。

倫理的リーダーシップは、Brown…et…al.（2006）
によれば「個人的な活動や個人間の関係を通じ
た、規範的で適正な行動の提示、及び、双方向
的なコミュニケーション・強化・意思決定を通
じた、メンバーの規範的で適正な行動の促進」
と定義される。Brown…et…al.はこの定義の導出

る風土として、「理論上の３変数から構成され
る」「会社の規則・手続き風土」と、「理論上の
３変数に加え、社会的責任風土の２変数が構成
要素となっている」「法律・職業倫理風土」が
見出されたという。日本で見出されたこれら２
つの倫理風土を、各々を構成する質問項目の
内容から考察すれば、「会社の規則・手続き風
土」は「コンプライアンス志向」と、「法律・
職業倫理風土」は「インテグリティ志向」と、
各々その理念において親和性が高いと考えられ
る。なぜなら、「コンプライアンス志向」にお
いては「（外的な）基準の順守」が、「インテグ
リティ志向」においては「内面的な価値による
判断」が、その理念の核心であり、日本で見出
された２つの倫理風土を構成する質問項目の内

図表１　倫理風土（Ethical�Climate）モデル（左）と測定尺度（ECQ）の図式化（右）：
Martin�and�Cullen（2006）を基に作成

図表２　５つの象限に収斂された倫理風土モデル：Martin�and�Cullen（2006）を基に作成
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な、結果や目標達成を重視する志向」と「非帰
結主義的な、規範や社会（ステイクホルダー）
を重視する志向」との「バランスをとること」
とし、特に後者に着目した。本研究においても
これを踏襲し、また、前者が今日のビジネスの
価値基準として支配的であることから、これ
に“相対する”後者、すなわち「規範や社会を志
向する」価値基準を有する程度を、（便宜的に）

「従業員の倫理性」として考えることにする。
こうした従業員の倫理性と、組織や職場の風

土の関係については、Trevino…et…al.（1986）や
これを発展させた中野（2004）、あるいは鎌田
ら（2003）による先行研究が示唆に富む。こ
れらによれば、ある従業員の倫理的な意思決定
や行動には、その本人の個人的な資質のみなら
ず、組織や職場の倫理的な（あるいは、非倫理
的な）風土のあり方も大いに影響し得るという。

また、本研究が考える従業員の倫理性の基盤
にある「規範や社会を志向する」価値基準は、
組織の倫理風土モデルではより下側、「規範・
原則」を重視する倫理的判断基準に整合的であ
る。ビジネスの価値基準における帰結主義の

「帰結」で意図されるのは「自分あるいは自社
にとっての結果」であり、これは倫理風土モデ
ルにおける縦軸の「利己（Egoism）」に対応する。
個人の倫理性における帰結主義と非帰結主義の
対比は、組織の倫理風土モデルにおける縦軸、
すなわち「発達の段階に対応した」倫理的判断
基準に対置するものとして位置づけられよう。

こうした先行研究を踏まえ、組織の倫理風
土と従業員の倫理性の関係について、仮説を整
理して示すと以下のようになる。

仮説２－１：組織の倫理風土は、従業員の
倫理性に正の影響を及ぼす。

仮説２－２：組織の倫理風土は、その倫理
的判断基準が「より発達した段階の」ものほど、
個人の倫理性に強い正の影響を及ぼす。

に当たり、Bandura（1977、1986）の社会的学
習理論を援用している。社会的学習理論とは、

「人は自ら経験したことのみならず、他者の行
動やその結果を観察することにより学習する」
ことを示唆するものだが、Brown…et…al.はこれ
を、従業員（フォロワー）に倫理的な行動を学
習させるためのリーダーのあり方、すなわち倫
理的リーダーシップに適用したといえる。

Brown…et…al.が、倫理的リーダーシップを「従
業員（フォロワー）に、（直接）影響を及ぼ
すもの」として提示したのに対し、その後、
Mayer…et…al.（2009）は、倫理的リーダーシッ
プの経路について「経営トップ－現場管理者
－職場」というトリックル－ダウンモデルを
提示し、「経営トップの倫理的リーダーシップ
は、現場管理者の倫理的リーダーシップを通じ
て、職場レベルの行動に影響を及ぼす」ことを
実証している。さらにMayer…et…al.（2010）は、
倫理的リーダーシップと従業員の不正な行動と
の間に倫理風土が介在することも実証により示
し、倫理的リーダーシップの発揮における倫理
風土の役割を主張している。

こうした先行研究を踏まえ、本研究では、
倫理的リーダーシップと組織の倫理風土の関係
について、以下の仮説を設定する。

仮説１：経営トップの倫理的リーダーシッ
プは、組織の倫理風土に正の影響を及ぼす。

５．�組織の倫理風土が作用するもの：
従業員の倫理性と仕事の意味深さ

本節では、組織の倫理風土が作用するもの
として、従業員の倫理性と仕事の意味深さの２
つの概念について検討し、仮説を導出する。
（１）従業員の倫理性

本研究における「従業員の倫理性」は、本橋
（2019）における検討と概念定義に依っている。
そこでは「従業員の倫理性」を、「帰結主義的
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（２）仕事の意味深さ
本研究における「仕事の意味深さ」は、欧米

では学術的な用語でもあるMeaningful…Workの
翻訳である。本橋（2019）ではこれについて
も先行研究を検討し、本研究はそれを踏襲する
が、以下では補足的な検討を行いつつ、組織の
倫理風土との関係について仮説を導出する。

「仕事の意味深さ」に関連する研究とし
ては、近年の心理学における「幸福研究」の
潮流とSeligmanらが提唱する「ポジティブ心
理学」の展開がある。「仕事の意味深さ」に
関しては、「意味、意味深いこと（meaning/
meaningfulness）」が「幸福」を形成する主要
な要素の１つとされている。「幸福」を形成
する要素には他に、喜び（pleasure）や没頭

（engagement）、関係性（relationship）、達成感
（achievement）等が見出されており、これらは
アリストテレスの理論に基づいて、「快楽や心
地よさ」を示すヘドニック（hedonic）なものと、

「よりよくある」ことを示すユーダイモニック
（eudaimonic）なものとに区分され得るという。
そして、前者は欲求の充足による満足に、後者
は能力の向上や目指すものへの到達による自己
表現に、大きく関係するとされる。こうした知
見に基づけば、本研究における「仕事の意味深
さ」はユーダイモニックなもの、職務満足はヘ
ドニックなものとして捉えることができる。

また、職務満足の視座は主観的であり「本人
自身の」感情に依るのに対し、「仕事の意味深
さ」は客観的な視座、天職（感）に通じる「超
越的なものの存在」や、他者性／向社会性とい
う「自分ではない者」への帰結に依っている点
も確認しておきたい。この「他者性／向社会
性」について組織の倫理風土モデルを振り返る
と、その横軸、すなわち「分析のレベル」が想
起される。そこでは、倫理的意思決定における
分析の対象の範囲を、「個人／組織・集団／社

会・市民」の３つのレベルに分け、組織の倫理
風土を分類しようとしていた。この「広がり」
は、職務満足と「仕事の意味深さ」の対比に相
似している。つまり、組織の倫理風土が「仕事
の意味深さ」に影響するならば、「分析のレベ
ル」が「より広い」風土ほど、強い関係をもち
得ると予見される。

さらに、組織の倫理風土に主眼を置いた研
究では、前述のMartin…and…Cullen（2006）に
おいて、組織の倫理風土が職務満足に影響を及
ぼすことが命題として示唆されている。本研究
で対象とするのは「仕事の意味深さ」だが、「従
業員の仕事に対する（振り返ったときの）感覚」
という点では極めて近い概念でもあるため、こ
の命題は「仕事の意味深さ」にも通じ得よう。

こうした先行研究を踏まえ、組織の倫理風
土と「仕事の意味深さ」の関係について、仮説
を整理して示すと以下のようになる。

仮説３－１：組織の倫理風土は、従業員の
「仕事の意味深さ」に正の影響を及ぼす。

仮説３－２：組織の倫理風土は、その分析
のレベルが「より広い」ものほど、従業員の「仕
事の意味深さ」に強い影響を及ぼす。

６．実証の方法
本橋（2019）では、日本企業の正規従業員

という「個人」を対象にサーベイを行い、デー
タを分析、考察した。これを踏まえ本研究で
は、企業という「組織」を対象にサーベイを行っ
た。具体的には、東証一部上場企業及び一般社
団法人経営倫理実践研究センターの会員企業、
計2,210社に質問紙を郵送し、「企業倫理・コン
プライアンス・CSR部門の長」の回答を求め
た。調査実施期間は2019年３月５日－３月31
日、有効サンプル数は132（5.97％）だった（3）。

質問は、経営トップの倫理的リーダーシッ
プ、自社の組織の風土、従業員の態様等につい
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得られたデータの分析にあたっては、有
効サンプル数が比較的少数であったため、ま
ず、全ての質問項目について分布の形状を確認
し、歪度・尖度・ヒストグラムの形状の３つの
基準から著しく外れた尺度は分析から除外し
た。その上で、先行研究の尺度をそのまま用い
た「倫理的リーダーシップ」、本橋（2019）と
共通の「従業員の倫理性」「仕事の意味深さ」
の３つの尺度については、α信頼性係数がいず
れも0.7以上であることから（図表３）、内的整
合性は確保されていると判断し、平均により合
成変数を作成して３つの尺度とした。

因子が0.6以上であったが、サンプル数を勘案
して内的整合性は概ね確保されていると判断
し、先行研究における名称も踏まえ各々に命
名（5）した（付録）。これら７因子が、組織の倫
理風土モデルにどのように配置されるかを図示
すると、図表４のようになる。

て、全てリッカート方式の６件法を用い回答す
るよう求めた。質問文は、経営トップの倫理的
リーダーシップについてはBrown…and…Trevino

（2006）による測定尺度の質問文を和訳して用
いた。組織の倫理風土については、ECQの36
項目について山田ら（2015）が施した和訳を
基にした。ただし、山田ら（2015）において
課題が見出された尺度を中心に、５項目につい
ては質問文の一部を改変した。「従業員の倫理
性」と「仕事の意味深さ（4）」については、本橋

（2019）で用いた質問文のうち、その分析結果
から妥当性が高いと判断されたもの（各々４項
目）を主語などを一部改変して用いた。

一方、「組織の倫理風土」を測定するECQ
の36項目については、回答の分布の形状が著
しく偏っていた４項目を除いた32項目につい
て、探索的因子分析を行った（主因子法、プロ
マックス回転）。その結果、28の変数による、
７つの因子が見出された。これら７因子につ
いてのα信頼性係数は、５因子は0.7以上、２

図表３　３つの尺度のα信頼性係数

尺度 質問項目数 α信頼性係数 平均 標準偏差
１.…倫理的リーダーシップ 6 0.902 4.620 0.970
２.…従業員の倫理性 4 0.784 4.101 0.774
３.…仕事の意味深さ 4 0.806 4.212 0.697

図表４　倫理風土モデルにおける７つの因子の分布

（注）　�「×」は、回答の分布の形状が偏っていたため分析から除外した項目、名称に「*」がついているものは質問文の一部を改変した
項目。分布を分かりやすく示すため、一部の項目は、図表１（右）に対し、その象限内で配置を入れ替えている。
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土」に係る尺度のうち、【自社利益】と【個別
主義】は、α信頼性係数が0.7未満であり、か
つ他の尺度と有意な相関も十分には見出されな
いことから、分析の対象から外すことにした。

そして、これら７因子について平均により
合成変数を作成して７つの尺度とし、前述の３
つの尺度と合わせて10の尺度について、相関
係数を求めた（図表５）。結果、「組織の倫理風

図表５　10の尺度のα信頼性係数と尺度間の相関係数

α信頼性
係数 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.……倫理的リーダー
シップ .902 －

2.…従業員の倫理性 .784 .620** －

3.…仕事の意味深さ .806 .623** .722** －

4.……組織の倫理風土
【他者貢献】 .858 .642** .767** .691** －

5.……組織の倫理風土
【会社の規則】 .803 .403** .528** .330** .446 －

6.……組織の倫理風土
【社員の幸福】 .790 .588** .547* .582** .566** .366** －

7.……組織の倫理風土
【規範と意思】 .743 .642** .718** .687** .643** .528** .552** －

8.……組織の倫理風土
【効率重視】 .704 .065 .168 .091 .125 .200* .138 .070 －

9.……組織の倫理風土
【自社利益】 .627 -.082 .136 .054 .059 .057 -.087 .021 274** －

10.……組織の倫理風土
【個別主義】 .626 .174* .243** .228** .215* .209* .181* .304** .205* -.088 －

**…1％水準で有意　　*…5％水準で有意

図表６　重回帰分析の結果

尺度 2.…従業員の倫理性 3.…仕事の意味深さ
1.…倫理的リーダーシップ .065 .127
4.…組織の倫理風土【他者貢献】 .453** .338**
5.…組織の倫理風土【会社の規則】 .117 -.127
6.…組織の倫理風土【社員の幸福】 .036 .157*
7.…組織の倫理風土【規範と意思】 .299** .368**
8.…組織の倫理風土【効率重視】 .058 .018
F値 47.152** 33.475**
R2 .694 .616
**…1％水準で有意　　*…5％水準で有意

帰分析を行った。その結果（２つの従属変数の
各々に対する各尺度の標準化係数βの値）を、
モデルの有意性を示す指標（F値及びR２）と共
に図表６に示す。

７．結果
前述の２つの尺度を除いた計８つの尺度に

ついて、「倫理的リーダーシップ」「組織の倫理
風土（５尺度）」を独立変数、「従業員の倫理性」

「仕事の意味深さ」各々を従属変数とする重回
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仮説２－１（組織の倫理風土は、従業員の
倫理性に正の影響を及ぼす）は、【社員の幸福】
型の倫理風土以外は支持された。仮説２－２

（組織の倫理風土は、その倫理的判断基準が「よ
り発達した段階の」ものほど、個人の倫理性に
強い正の影響を及ぼす）は、パス係数が有意で
あった倫理風土のうち、【他者貢献】型は【規
範と意思】型及び【会社の規則】型に対し相対
的に「より上側の」「より発達する前の段階の」
ものであるにも関わらず、パス係数の値は最も
大きかったことから、支持されなかった。

仮説３－１（組織の倫理風土は、従業員の
「仕事の意味深さ」に正の影響を及ぼす）は、【社
員の幸福】型の倫理風土以外は支持された。仮
説２－２（組織の倫理風土は、その分析のレベ
ルが「より広い」ものほど、従業員の「仕事の
意味深さ」に強い影響を及ぼす）は、パス係数
が有意であった倫理風土のうち、全ての分析レ
ベルにまたがった【他者貢献】を除き、【規範
と意思】型と【会社の規則】型を比べると、分
析のレベルが「より広い」、【規範と意思】型の
方がパス係数の値が大きかったことから、支持
された。

この結果から、「組織の倫理風土」に係る尺
度のうち【効率重視】は、結果変数である「従
業員の倫理性」「仕事の意味深さ」のいずれに
も有意な相関が見出されず、仮説３－１及び
仮説３－２を勘案して、分析の対象から外す
ことにした（6）。その上で、仮説に基づいて構造
方程式モデリング（SEM）による分析とモデ
ルの構築を、観測変数を投入して行った。そ
の結果、「組織の倫理風土【社員の幸福】」を
説明変数とするパス以外は５％水準で有意で
あった。モデルの主な適合度指標は、χ2（454、
N=132）＝695.424、GFI=0.758、AGFI=0.719、
NFI=0.745、CFI=0.892、RMSEA=0.064であっ
たが、サンプル数が少数であったことを勘案
し、概ね当てはまるモデルと判断した。構築し
たモデルを、潜在変数の関係のみ、パス係数と
共に図表７に示す。

この結果から、４．及び５．で導出した仮説
を検証していくと、以下のようになる。

まず、仮説１．（経営トップの倫理的リー
ダーシップは、組織の倫理風土に正の影響を及
ぼす）は、全ての型の組織の倫理風土について
支持された。

図表７　構造方程式モデリング（ＳＥＭ）によるモデル

**�1％水準で有意　　*�5％水準で有意
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討する余地のある理論と考えられるが、本研究
の結果もその必要性を示唆するものとなった。

（３）「会社の規則」ありきの「コンプライアン
ス志向の」風土は、従業員の倫理性への影響は
相対的に弱く、「仕事の意味深さ」には負の影
響を及ぼす。

【会社の規則】風土から「仕事の意味深さ」
への関係におけるパス係数は、負の値であっ
た。これは、「会社の規則が強調される風土に
なるほど、従業員は仕事の意味深さを見出し難
くなる」ことを示唆している。これについて
は、「仕事の意味深さ」が、社会やそこにおけ
る他者の幸福に自らの仕事が「役立っている」
感覚に依る概念であることや、自己決定感との
関わりから説明することができよう。ただし、
これは「会社が規則を定める」「規則の順守を
促す／徹底する」ことを否定するものでは決し
てない。重要なのは、「規則の意義」を従業員
がいかに認知するのか、規則を大切にする風土
が「何を」目指すのかにある。その「規則」が、
会社という組織の存続のみならず、法を含めた
社会からの要請に応えるものであること、それ
に主体的に従うことが社会への貢献につながる
ことを、従業員が共感し納得することが重要な
のであり、それができているときには、その組
織の風土は、既にこの象限には存在していない
であろう。

（４）「会社の規則」を志向する倫理風土の形成
において、経営トップの倫理的リーダーシップ
の影響は相対的に低い。

上述の【会社の規則】型は、経営トップの
倫理的リーダーシップからの影響が、他の型に
比べて相対的に最も低い風土でもあった。これ
は、この型の風土には、経営トップの倫理的
リーダーシップ以外の要因がより強く作用して
いる可能性を示唆している。例えば、経営トッ
プは「インテグリティ志向の」経営を行おうと

８．考察
この結果について、特に着目し考察したい

のは以下の４点である。
（１）【社員の幸福】型の風土は、従業員の倫理
性にも「仕事も意味深さ」にも影響しない。

「仕事の意味深さ」が「幸福（感）」に関わ
るものであるならば、「社員の幸福」を追求す
る風土は「仕事の意味深さ」に影響を及ぼすと
考えられる。しかし、今回の結果はそれを支持
しなかった。これは、「仕事の意味深さ」によ
る「幸福」が、よりユーダイモニックな、社会
を含む他者への貢献を包含することによると考
えられる。経営において「社員の幸福を重視す
る（風土を醸成する）」ことは重要だが、それ「だ
け」では「仕事の意味深さ」は生み出されず、
何らかの「社会への貢献」が必要なのである。
経営倫理は、この点からも意義を有するものと
いえよう。

（２）「他者に貢献することを志向する」風土
は、規則や規範を志向する風土よりも、「従業
員の倫理性」に強い影響を及ぼす。

因子分析の結果【他者貢献】と命名した因子
は、その「他者」として「組織や集団内におけ
る“自分以外の”他者」と「組織に対するステイ
クホルダーや社会などの他者」の両方を含むも
のであった。その点でこの因子が示す【他者貢
献】型の風土は、所属集団への貢献と社会志向
性との両方を併せ持ったものといえる。先行研
究では「思いやり／チーム・ワーク」と呼ばれ
るものに近いが、本研究ではこれが、より内向
きな【社員の幸福】型と、自分以外の存在をよ
り意識した【他者貢献】型に二分されたのであ
る。ここで着目したいのは、「貢献」すなわち

「博愛」が、「規範」よりも、個人の倫理性に強
い影響を及ぼしている点である。Kohlbergの道
徳的発達段階説には批判もあり、東洋と西洋の
文化やセルフ（自己）概念の違いも踏まえて検
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個々人の内面に関わる項目を「組織の目線で」
把握しているため、妥当性の点で限界がある。

こうした点を省みつつ、今後は、収集した
データを他のデータと結び付けるなどして、分
析を深耕させていきたい。また、更なる追試を
行うことで、より精緻化されたモデルを構築し
たいと思う。

注
（１）… …本橋（2019）では、本研究の「仕事の意

味深さ」を「Meaningful…Work」と記述
しているが、日本語の論文としての分か
りやすさとこの用語の概念を検討し、本
研究ではこれを「仕事の意味深さ」と表
現することにした。

（２）… …倫理風土モデル及びECQに関する先行
研究については、山田ら（2015）が詳し
い。

（３）… …経営倫理実践研究センター会員企業に
は、東証一部上場企業ではない企業や法
人が含まれる。本研究では、これらの企
業や法人も含めて調査票を送付したが、
その回収状況等から、結果的に有効サン
プルとなったのは東証一部上場企業から
の回答のみとなった。

（４）… …正確に表現すれば、「組織（における倫
理・コンプライアンス・CSR部門の長）
の観察によって把握された、従業員が自
らの仕事を意味深いものと認知している
程度」である。

（５）… …本研究で「規範と意思」と命名した因
子は、先行研究では「法と専門職規範」

「法・職業倫理」とされている。本研究
でのこの因子における項目（質問文）の
内容を解釈すると、従業員の「（倫理的
な判断における、自発的な）意思」が重

していても、それが現場に展開されるにつれ
て「倫理とは、会社の規則を守ること」等の単
純化された理解に変容してしまう状況が考えら
れる。経営倫理とは何か、組織の「よさ」とは
どのように考えるべきものなのかという主題
は、経営トップのみならず、組織の中のあらゆ
る人々に向けられている「問い」でもあるとい
えよう。

９．本研究の意義と限界、今後に向けて
本研究は、経営倫理を組織の「よさ」の問

題として捉え、特に「組織の倫理風土」を中心
としたフレームワークを基に仮説を導出し、組
織を対象とするサーベイを行って新たな一次
データを収集し、実証分析を行った。これに
より、倫理的リーダーシップと従業員の倫理
性、「仕事の意味深さ」を含めた一連の流れを
モデル化し、倫理風土の型による違いを提示し
て、学術的なインプリケーションとして示し
た。一方、実務的なインプリケーションとし
ては、従業員が「仕事の意味深さ」を感じる
ためには、「社員の幸福」だけを強調するので
はなく、自組織の事業や個々人の仕事の「社会
との関わり」を重視し示していくことの必要性
を示した。そして、経営倫理やコンプライアン
スの推進においては、会社の規則ありきではな
く、それらを（倫理）規範やステイクホルダー
からの要請にいかに結びつけるかが重要である
ことも実証的に示した。

しかし、本研究には以下のような限界もあ
る。まず、有効サンプル数が少ないため、分析
における数値は不安定になりがちで、構築した
モデルも十分に当てはまりのよいモデルとはい
い難い。また、同一のサンプルからのデータを
用いているため、コモンメソッドバイアスの可
能性も残されている。そして、「個人の倫理性」
や「仕事の意味深さ」といった、本来は従業員
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付録：「組織の倫理風土」尺度の因子負荷量一覧

因子名 ECQ 質問文 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 他者貢献 BI2
当社の社員は、互いにとって何がベストになる
かということにいつも留意している。

0.897 -0.095 -0.026 0.025 0.056 0.050 -0.015

BI1 当社の社員は、互いのためになることを常に気
遣っている。 0.734 0.036 -0.002 0.051 0.046 -0.122 -0.087

BL4 当社の社員は、何が従業員のベストになるかに
ついて大きな関心を持っている。 0.721 -0.037 0.208 -0.268 -0.090 0.165 0.088

BL3 当社の社員は、チームワークの精神を重要なも
のとして捉えている。 0.717 0.232 -0.155 -0.003 -0.010 -0.307 -0.021

BC3 当社の社員は、顧客や社会の利益について進ん
で関心を持つ。 0.514 -0.092 0.065 0.333 0.094 0.029 0.072

BC2 当社の社員は、社外のステークホルダーに対し
て強い責任感を持っている。 0.458 0.009 0.041 0.353 -0.184 0.105 0.068

会社の規則 PL4 当社では、社内のルールに従っている者が評価
される。 -0.017 0.919 0.135 -0.140 0.058 -0.007 0.082

PL3 当社では、規則通りに行動した社員が評価され
る。 -0.106 0.657 0.140 0.152 0.047 -0.012 -0.052

PL1 当社では、社員が会社の規則や手続きを忠実に
守ることが非常に重視される。 0.062 0.633 -0.133 0.079 0.031 -0.069 0.071

社員の幸福 BL1 当社では、社員の幸福が第一とされている。 0.072 0.106 0.677 0.122 0.040 -0.020 -0.131

BI3 当社では、何が個々の社員にとってベストにな
るかについて大きな関心を持っている。 -0.022 0.069 0.629 0.138 0.172 -0.053 -0.041

BL2 我々の主な関心事は、何が全社員のベストにな
るかということである。 0.156 0.128 0.58 0.041 -0.111 0.095 0.063

BI4 当社では、個々の社員に配慮して意思決定が行
われる。 -0.046 -0.166 0.524 0.277 0.151 -0.145 -0.056

規範と意思 PC2 当社では、他の何よりもまず職業上の倫理基準
に従うことが期待されている。 -0.050 0.323 0.095 0.606 -0.249 0.072 -0.029

PI3 当社では、個々の社員が自らの道徳観を大切に
することが最も重視されている。 0.025 -0.036 0.245 0.576 0.009 -0.120 0.096

BC4 当社では、意思決定が顧客や社会にどのような
影響を与えるかが主な関心事となっている。 0.045 -0.049 0.099 0.514 0.010 0.076 0.084

PC1 当社の社員は、意思決定を行うに当たり、まず
法律を犯していないかを考慮する。 0.086 0.227 -0.014 0.448 -0.058 0.177 -0.050

PC4 当社の社員は、上司や同僚の気分を害しても法
律や職業上の倫理規範に則って行動する。 0.320 -0.161 0.169 0.349 0.000 0.201 0.001

効率重視 EC1 当社では、まず効率性を優先することが社員の
主な責務とされている。 -0.070 -0.010 0.169 -0.095 0.719 0.012 0.027

EC4 当社では、効率的に問題を解決することが常に
求められている。 0.225 0.019 0.071 0.058 0.594 0.009 -0.096

EC2 当社では、最も効率的なやり方が常に「正しい」
やり方とされている。 -0.123 -0.071 -0.085 -0.079 0.533 0.117 0.116

EC3 当社では、社員一人ひとりが効率的に仕事をす
ることが何よりも期待されている。 0.040 0.154 0.208 -0.151 0.521 0.006 0.045

EL1 当社の社員は、会社の利益向上に結び付くよう
な行動をすることが期待されている。 0.001 0.184 -0.251 0.153 0.393 0.231 0.019

自社利益 EL3 当社の社員は、他の何よりも会社の利益を気に
している。 -0.034 -0.097 0.054 0.096 0.057 0.808 0.091

EL4 当社の社員は、まず会社の利益を第一に考えて
意思決定を行っている。 0.050 0.104 -0.262 0.070 0.139 0.575 -0.195

個別主義 EI4 当社の社員は、自分にとって何がベストになる
かについての関心が強い。 0.027 0.079 -0.050 -0.018 0.020 0.139 0.850

PI4 当社の社員は、自分自身の個人的な倫理観に基
づいて行動している。 -0.193 0.038 -0.052 0.407 0.037 -0.127 0.482

PI2 当社の社員は、それぞれ自分で善悪の判断を行っ
ている。 0.209 -0.023 -0.131 0.169 0.098 -0.222 0.387

α信頼性係数 0.858 0.803 0.790 0.743 0.704 0.627 0.626
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開智国際大学 小　池　裕　子
Kaichi…International…University Hiroko Koike

留学生比率の決定要因に関する一考察
―  USRの視点から  ―

A…Study…of…Factors…Affecting…International…Student…Ratio…
－From…the…Viewpoint…of…USR－

ABSTRACT
This…paper…examines…which… type…of…private…universities…accept… international… students…
by… a…multi-regression… analysis… using…data…of… 150…private…universities… located… in… the…
greater…Tokyo…area.…The… results… show… that…universities…which…are… transformed… from…
junior…college,…or…located…in…a…local…district,…with…a…shortage…of…enrollment…tend…to…accept…
more… international…students… to…fill… the…enrollment…capacity.…On…the…other…hand,… factors…
related…to…globalization…such…as…the…number…of…an…agreement…with…overseas…universities…
or…number…of… international… teachers…do…not… affect… international… student… ratio… at… all.…
The…Plan… for…300,000… international… students…by… the…government…might…be…abused… for…
universities…with…an…under-enrollment…just…to…fill…their…enrollment…capacity.…Based…on…this…
finding,…some…measures…to…ensure…the…quality…of…higher…education…was…suggested…from…
the…viewpoint…of…USR.

キーワード
留学生、私立大学の定員割れ、短大からの改組転換、首都圏のうち東京・神奈川とそ
れ以外、大学の社会的責任（USR）

「10%」は、非英語圏の先進国であるドイツや
フランスが高等教育機関在籍者数の10%以上に
相当する留学生を受け入れていることからきて
いるという。

こうした数合わせのような留学生政策に関
して、橋本（2011）は、政治家や省庁のあげ
る数値目標ばかりが先行し、留学生受け入れに
関する質の保証についての有効な施策がない点
が問題だと指摘する。

量と質は本来トレードオフ関係にあり、量

１．はじめに
日本政府は2008年に「留学生30万人計画」

を策定し、2020年までに留学生の受け入れを
当時の14万人から30万人へと増やすことを目
指してきた。外務省ウェブページ「日本留学
総合情報ガイド」によれば、同計画の目的は、

「日本を世界に開かれた国とし、人の流れを拡
大していくため」だという（1）。「30万人」とい
う数値は、日本における大学等の高等教育機関
在籍者数の10%程度に相当する。そして、この
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を優先するなら質は疎かになりがちであるが、
質の保証が不在な中での短期間の倍増計画は一
部の教育機関に悪用される惧れはないのだろう
か。18歳人口の減少の中で、日本語学校や専
門学校が学業よりも就労が主目的の私費留学生
を大量に受け入れており、教育の質が低下して
いるという報告は既に多くの識者からなされて
いるが（出井：2016、芹澤：2018）、大学関係
者の間でも、中国からの大量の留学生に不法就
労をさせていた酒田短期大学の事件はまだ記憶
に新しい。

もちろん政府はこのような大学ばかりにな
らないよう、優れた取り組みでグローバル化を
推進する大学には補助金（2）等のインセンティブ
をつけている。しかしながら、日本の大学、と
りわけ私立大学は数も多く、玉石混交であり、
正のインセンティブだけで大学全体を良質に保
つのは難しい。昨今では、学納金収入目当てで
大量の留学生を学部研究生として受け入れたも
のの、教学支援が不十分なまま、その多くが行
方不明となった東京福祉大学の事件もある。

大規模大学の事例は社会に与えるインパク
トの大きさから事件として取り上げられやすい
が、実は小規模大学においても類似の問題は存
在し得る。例えば、春口（2016）は、定員割
れを続ける地方の私立大学が認証評価前に定員
充足率の改善を狙い、経済的な支弁能力も日本
語能力もない非漢字圏の留学生を大量に受け入
れたものの（3）、教学支援が不十分だったため、
彼らの６割が一年後に退学・除籍となった例を
報告している。

春口の報告が一大学の事例であるのに対し
て、小川（2017）は、弱小私立大学の経営問
題を留学生の受け入れと関連付けてより包括的
に論じている。小川は、短期大学から改組転換
した歴史の浅い、定員割れした私立大学におい
て留学生比率が高い傾向にあることを報告して

おり、その後の調査では、そのような私立大学
が定員割れを回避する手段として留学生30万
人計画を利用している可能性を指摘している

（小川：2018）。
それでは私立大学にとって留学生の受け入

れは、定員を埋めるという経営事情によるもの
なのか、グローバル化のためなのか、果たして
どちらの要因によって推進されるのだろうか。
本稿では、このような問題関心に基づき、私立
大学における留学生の受け入れの現状を定量的
に把握した上で、その意味するところについ
て大学の社会的責任（USR）（4）の視点も交えつ
つ、考えてみたい。

本稿の構成は以下の通りである。続く第二章
ではまず予備的調査を行い、次に第三章では分
析の枠組みを設定する。第四章では、モデルの
推定結果を提示し、USRの視点から考察する。
そして最後の第５章では本稿のまとめを行い、
今後の課題を述べる。

２．予備的調査
前章で掲げた問題関心（私立大学にとって留

学生の受け入れは、定員を埋めるという経営事情
によるものなのか、グローバル化のためなのか、
果たしてどちらの要因によって推進されるのだろう
か）に基づき、本章では予備的調査を行う。

まず留学生比率の高い大学上位20校を一覧
表化したものを表１に示す。この表では大学院
を持たない大学が多いため、学部レベルの留学
生比率で統一している。また、特定の大学を攻
撃することが本稿の目的ではないため、大学名
は匿名としている。表１の上位20校は全て私
立大学であり、小川（2017）の指摘通り、一
部の例外（5）を除くと、短大から改組転換した歴
史の浅い、定員割れした大学が目立つ。また、
地方に立地した定員割れの大学でも留学生依存
度が高くなっている。
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その一方で、グローバル化が進んでいるは
ずの「グローバル13（7）」は上位20校の中には１
校も入っておらず、13校のトップである早稲田
大学（留学生比率6.2%）ですら表１の20番目（留
学生比率27.3%）にもはるかに及ばない（表２）。
やはり、留学生比率はグローバル化推進の一環
というより定員を埋めるという大学側の経営事
情によって決まるのだろうか。

しかしながら、少ないサンプルだけでは断
定できないため、大量のサンプルを分析対象と
し、留学生比率に影響を与えそうな諸要因を統
制した上で『定員割れという経営側の事情』が
留学生比率に対して有意に正の効果を持つか否
かをみてみたい。そこで次章以降では、重回帰
分析を実施する。

表１：留学生比率の高い大学（学部レベル）�上位20校（6）

大学 留学生
比率 所在地 収容定員

充足率
大学

設置年 備考 大学 留学生
比率 所在地 収容定員

充足率
大学

設置年 備考

1 Ａ学園大学 90.8% 千葉県 62.5% 1998 短大の改組 11 Ｋ情報大学 39.1% 福岡県 68.5% 1998 短大の改組
2 Ｓ館大学 85.8% 山口県 101.6% 1999 短大の改組 12 Ｎ産業大学 36.8% 新潟県 83.6% 1988 短大の改組
3 Ａ大学 65.7% 愛知県 72.8% 1998 短大の改組 13 Ｄ大学 36.2% 東京都 114.8% 2005
4 Ｎ経済大学 59.4% 福岡県 82.2% 1968 14 Ｔ大学 35.9% 東京都 74.0% 2002 短大の改組
5 Ｏ大学 58.3% 大阪府 96.5% 2000 短大の改組 15 Ｍ歯科大学 31.6% 長野県 80.0% 1972
6 Ｓ大学 49.7% 三重県 79.8% 1994 16 Ｔ学院大学 31.1% 茨城県 69.5% 1996 短大の改組
7 Ｒ大学 48.3% 大分県 107.6% 2000 17 ＫＥ大学 30.3% 東京都 76.2% 2001 短大の改組
8 Ｋ大学 45.1% 千葉県 70.2% 2000 短大の改組 － Ｎ映画大学 30.3% 神奈川県 71.4% 2011 専門学校の改組
9 Ｋ医療福祉大学 44.3% 兵庫県 65.6% 2000 短大の改組 19 Ｋ国際大学 29.3% 兵庫県 113.6% 1968

10 ＫＹ大学 40.5% 兵庫県 72.7% 1999 短大の改組 20 ＴＡ大学 27.3% 山口県 64.8% 1974

数値は2018年度のもの
（出所：…朝日新聞出版社（2019）『大学ランキング』、JASSOウェブページ、旺文社（2018）『大学の真の実力』、…

日本私立学校振興・共済事業団『大学ポートレート（私学版）』等のデータに基づき作成）

表２：グローバル13の留学生比率（学部レベル）
大学名 留学生比率 大学名 留学生比率

1 早稲田大学 6.2% 7 大阪大学 2.8%
2 上智大学 5.4% 8 九州大学 2.6%
3 立命館大学 4.8% 9 同志社大学 2.5%
4 筑波大学 4.2% 10 慶應義塾大学 2.0%
5 明治大学 3.0% 11 東京大学 2.0%
6 名古屋大学 2.9% 12 東北大学 1.9%

13 京都大学 1.8%

数値は2018年度のもの
（出所：旺文社（2018）『大学の真の実力』に基づき作成）

３．分析の枠組み
本章では分析の枠組みを示す。まず、分析

対象を首都圏（一都七県）の私立大学150校（8）

とし、2018年度のデータを用いた。以下では、
データの出所、変数の操作化の方法、分析手法
について述べていく。
３．１．使用データの概略

分析に使用したデータは、旺文社（2018）
『大学の真の実力』、朝日新聞出版（2019）『大
学ランキング』、日本私立学校振興・共済事業
団『大学ポートレート（私学版）』データベー
ス、文部科学省ウェブページ、各大学のウェブ
ページ等より採取した2018年度の数値である。
大学院を持たない大学も多いため、数値はいず
れも学部レベルのもので統一している。
３．２．変数の操作化

まず、従属変数を留学生比率とし、「留学生
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とするダミー
・…海外協定校数：各大学が締結している海外協

定校の数
・…海外協定校国数：上記の海外協定校が何か

国・地域にまたがるか
・…長期留学者比率：外国大学への１年を超える

留学者の数÷全学生数
②…大学の基本的属性
・規模：学部レベルの学生数（単位：1000人）
・…選抜性（入試難易度）：河合塾の2018年度
（2019年度入学者用）の学部の偏差値を大学
全体で平均したもの。河合塾の偏差値デー
タは35から70までの間で分布しているが、
不合格者数が少ない大学はB.F.（ボーダーフ
リー、偏差値のつかないレベル）とされてい
る。本稿における分析では、便宜的にこれら
ボーダーフリー大学の偏差値を30とした。

・…歴史：大学設置年からの経過年数。『2018－
大学設置年』で算出した。
３．３．分析手法

上記の統制変数でコントロールした上で、
注目変数が留学生比率にどのような影響を与え
るかを最小二乗法による線形重回帰（OLS）モ
デルで推定した。

数（9）÷在籍学生数」で算出した。次に、先行研
究を参考に、以下の独立変数を作成した。

（１）注目変数：
注目変数として以下の変数を作成した。

・…収容定員充足率：学部の学生数÷学部の収容
定員

・…定員割れダミー：収容定員充足率が８割未満
の大学を１とするダミー（10）

・…短大からの改組ダミー：短大から改組転換を
とげた大学を１とするダミー

・…地方ダミー：首都圏一都七県のうち、東
京・神奈川以外を１とするダミー

（２）統制変数：
統制変数としては、①留学生比率に影響を

与える可能性のある大学のグローバル化推進に
関する諸変数と②大学の基本的な属性に関する
諸変数を作成した。
①…グローバル化推進に関する諸変数
・グローバル化関連の補助金ダミー：グローバ
ル化推進のための補助金（11）を獲得できた大学
を１とするダミー
・外国人教員比率：外国人教員数÷全教員数
・…国際系学部ダミー：国際系の学部があれば１

表３：記述統計量
平均値 最大値 最小値 標準偏差

従属変数 　　　留学生比率（%） 5.388 90.800 0.000 10.395

独立変数

注目変数

　　　収容定員充足率（%） 100.100 128.000 33.000 17.244
　　　定員割れ（充足率 80% 未満）ダミー 0.133 1.000 0.000 0.341
　　　短大からの改組ダミー 0.207 1.000 0.000 0.406
　　　地方ダミー 0.373 1.000 0.000 0.485

統制変数

・グローバル化要因
　　　グローバル化関連の補助金ダミー 0.107 1.000 0.000 0.310
　　　外国人教員比率（%） 5.807 47.000 0.000 6.764
　　　国際学部ダミー 0.353 1.000 0.000 0.480
　　　海外協定国数 11.840 86.000 0.000 13.450
　　　海外協定校数 40.640 700.000 0.000 79.284
　　　海外への長期留学生比率（%） 0.414 8.604 0.000 1.071
・大学の基本的属性
　　　規模（学生数、単位：1000 人） 6.273 68.069 0.059 8.682
　　　選抜性（入試偏差値） 42.347 68.000 30.000 8.936
　　　歴史（大学設置年からの経過年数） 48.887 98.000 0.000 24.797

有効標本数 150
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デル３である。このモデルでは、定員割れダ
ミーは負に有意に、短大からの改組ダミーは負
に非有意に、地方ダミーは正だが非有意に転
じている。その一方で、短大からの改組ダミー
と定員割れダミーの交差項は正に有意、地方ダ
ミーと定員割れダミーの交差項は正に有意、短
大からの改組ダミーと地方ダミーの交差項は正
だが非有意となった。ここから、定員割れして
いるから、短大から改組転換して大学としての
歴史が浅いから、地方に立地しているからと
言って即、留学生比率が高くなるわけではな
く、元短大で定員割れしているところで（短大
からの改組ダミーと定員割れダミーの交差項は
正に有意）、地方の大学で定員割れしていると
ころで（地方ダミーと定員割れダミーの交差項
は正に有意）、留学生比率が高まることがわか
る。つまり、定員割れという現象が、短大から
改組転換した歴史の浅い大学で発生したり、地
方の大学で発生したりした時にはじめて留学生
への依存度が強まるのである。地方に立地する

３．４．分析に用いた変数の記述統計量
分析に用いた変数の記述統計量を表３に示

す。

４．分析結果と考察
４．１．モデルの推定結果

モデルの推定結果を表４に示す。それではモ
デル１から順にみてみよう。モデル１において
統計的に有意なものは収容定員充足率（負に有
意）、短大からの改組ダミー（正に有意）、地方
ダミー（正に有意）である。ここから、充足率
が低いほど、短大から改組転換した歴史の浅い
大学であるほど、首都圏であっても東京・神奈
川以外の地域に立地するほど、留学生比率が高
いことがわかる。また、充足率を定員割れの状
況でダミー変数化したモデル２でも、同様の傾
向がみられる。

次に、モデル２で有意な値を示した定員
割れダミー、短大からの改組ダミー、地方ダ
ミーを組み合わせた交差項を加えたものが、モ

表４：モデルの推定結果

従属変数：留学生比率

独　立　変　数
モデル１

β
モデル２

β
モデル 3

β

注目変数

収容定員充足率 -0.330 *** －
定員割れダミー － 0.190 *** -0.218 *
短大からの改組ダミー 0.140 ** 0.124 ** -0.038
地方ダミー 0.087 * 0.083 * 0.077

交
差
項

短大からの改組…x…定員割れ － － 0.481 ***
地方…x…定員割れ － － 0.207 *
短大からの改組…x…地方 － － 0.072

統制変数

・グローバル化要因
グローバル化関連の補助金ダミー -0.047 -0.033 0.009
外国人教員比率 0.172 0.133 -0.068
国際学部ダミー 0.051 0.050 0.027
海外協定校数 0.006 0.008 0.006
海外協定国数 -0.016 -0.017 -0.008
海外への長期留学生比率 0.095 0.003 0.168

・大学の基本的属性
規模（学生数、単位：1000 人） 0.002 0.002 -0.003
選抜性（入試偏差値） 0.012 -0.003 -0.006
歴史（大学設置年からの経過年数） 0.007 0.004 0.002

調整済み決定係数 0.247 0.250 0.452

注 1：βは標準化偏回帰係数…を表す。
注 2：* は p ＜ 0.05、** は p ＜ 0.01、*** は p ＜ 0.001…を表す。
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元短大であっても定員割れが伴わなければ必ず
しも留学生比率は高まらない（短大からの改組
ダミーと地方ダミーの交差項は正だが非有意で
あり、標準化偏回帰係数（β）の値も低い）。
ここから、留学生たちは定員割れしている新興
の大学で、あるいは定員割れしている地方の大
学で、充足率の改善のために利用されている可
能性がみてとれるが、これは先行研究による定
性的な指摘とも整合的である。

一方で、グローバル化に関連する諸変数は
統計的に有意ではない。これは、グローバル
化を積極的に推進している大学で必ずしも留
学生比率が高いわけではないことを意味する。
しかし、これらの大学では高等教育の質を重視
し、留学生の受け入れの準備に時間をかけてい
るのかもしれない。
４．２．含意

では、定員割れした新興大学、あるいは地
方の大学で学ぶ留学生はどのようなタイプの
学生たちなのだろうか。赤坂（2014）、出井

（2016、2019）、小川（2017、2018）らは、公
費留学の優秀な留学生を確保できないこれら
の大学は、日本語学校や留学ブローカー経由
で、アジアの非漢字圏出身の語学力や経費支弁
能力に乏しい、学業よりも就労が主目的の私費
留学生を多数入学させていると指摘している。
彼らの大半は大学には殆ど行かずに就学ビザの
保有者に認められた週あたり28時間の労働時
間の法定上限を超えて働くことから（12）、しば
しばマスコミ等では『偽装』留学生と揶揄され
ることもある。しかし大学側ももともと定員充
足のための手段として彼らの存在を利用してい
るため、文句は言えない。つまり、短大から改
組転換した歴史の浅い、あるいは地方に立地す
る定員割れ大学と、学業よりも就労が主目的の
私費留学生は共依存関係にあるようなものであ
る。井上（2019）は、こうした出稼ぎ目的の

留学生の受け皿になっている大学では教育の質
は地に堕ちていると指摘しているが、実際、教
室でも現地語が飛び交い、授業が全く成立しな
いと嘆く教員や、せっかく英語で授業を開講し
ても留学生の英語力がさほどでもないため、授
業にならないと嘆く教員もいる（13）。

もっともこれらの大学を責めても仕方のな
い側面もある。なぜなら、定員割れは私立大学
にとって主たる収入源となる学納金収入の低下
をもたらすだけではなく、学部の収容定員の９
割を切ると私立大学等経常費補助金の減額が始
まり、定員の５割を切ると不交付となるからで
ある。定員割れの回避は新興の、あるいは地方
の弱小私大にとっては死活問題であり、少子化
で日本人学生が確保できなければ、留学生の獲
得に自然と拍車がかかる。その結果、一部の大
学では高等教育の質の確保よりも目先の定員確
保が最優先となる。

経営側からは、それの一体何が悪いのかと
いう反論もあろう。しかし、そのような大学は
社会的責任を果たしているといえるだろうか。
次節では、この点について少し掘り下げてみた
い。
４．３．�大学の社会的責任（USR）と良識ある

大学にできること
大 学 の 社 会 的 責 任（University…Social…

Responsibility、USR）という考え方は、企業の
社会的責任（Corporate…Social…Responsibility、
CSR）に比べればまだ新しい概念だが、例え
ば、私立大学社会的責任（USR）研究会（2004、
2005）は、以下のように述べている。

…・私立大学は教育・研究という極めて公共的
な活動をすることを目的としており、社会
の公器として位置付けられる。また、学生か
らの納付金を主な収入源とし、国や地方自
治体からの補助金を受け、さらに税制面に
おける優遇などを受けていることからもそ
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らの留学生は非漢字圏出身という日本語学習上
のハンデの上にアルバイトに追われ続けるた
め、日本語学校で２年間学習しただけではなか
なかN２（日本語能力試験２級）レベルには到
達できないと指摘する。このようなレベルで
は、大学に進学しても授業に全くついていけ
ず、学費の支払いを逃れるために行方をくらま
し、やがては不法滞在者・不法就労者になるこ
とも有り得る。こうした事情を知りながら、定
員を埋めて補助金（私立大学等経常費補助金）
を獲得するためにこれらの留学生を大量に受け
入れる一部の大学も同様に責任を問われるべき
である。なぜなら、それは、健全な社会の持続
可能性を損なうものだからである。

現状では、大学には留学生受け入れの上限
規制はないため（18）、大量に（語学力と経費支
弁能力の乏しい）留学生を受け入れても違法で
はない。しかし、公正で持続可能な社会の実現
に向けて、今日では、大学も含めた社会の全て
の組織に社会的責任を果たすこと、つまり、単
なる法令遵守にとどまらず、法令に上乗せする
努力が求められている。特に、大学の目的は利
潤の極大化ではないため、大学には「経済・財
政」に偏りすぎることなく、大学の主力商品た
る「教育・研究」、大学を取り巻く「環境・社会」
とのバランスを十分とることが求められている
のである（19）。

では、それができない大学に間違って入っ
てしまった学生はどうすればいいのだろう
か。教育の質よりも経営を重視する大学の中
にも、大学の過剰勧誘に騙されて入学してし
まっただけで真面目に勉強したい留学生は存在
すると思われる。アルバイトが主目的の、日
本語のおぼつかない留学生にあわせた授業で
は、日本人学生にとってはもちろんのこと、真
面目な留学生にとっても学びの質が低下する。
そこで、意欲のある学生が真面目に学ぶことが

の公共性・社会性が裏付けられている。
…・企業の社会的責任（CSR）においては、企
業は法令遵守にとどまらず、「経済」「環境」

「社会」という三つの側面（トリプル・ボト
ムライン）のバランスをとり、社会の持続的
発展に寄与することが求められる。これらを
大学の場合に置き換えると、大学の社会的
責任（USR）においては、私立大学は法令
遵守にとどまらず、「教育・研究」「経済・
財政」「環境・社会」の三つの側面のバラン
スをとることが求められる。また、その結果
を主体的に公表し、説明責任を果たしてい
くことが求められる。
これらの文脈に即して考えるのであれば、

大学が定員確保を最優先し、学業よりも就労が
主目的の私費留学生を大量に受け入れ、教育の
質を劣化させることは問題であろう。一部の
ジャーナリズムの中には、学生でありながら学
業をおろそかにし、就労を主目的とする留学生
の方が悪いという論調もある。確かにそのよ
うな留学生も存在するが（14）、事情を知りなが
ら、受け入れる大学側も共犯である。JASSOの
ウェブページによれば、現在、日本の高等教育
機関における留学生の92.4%がアジアから来て
おり、その内訳は中国・韓国などの漢字圏・旧
漢字圏の出身者が52.2%、ベトナム、ネパール
をはじめとする非漢字圏出身者が40.2%となっ
ている（15）。アジアの中でも前者は一人当たり
GDPの面で比較的豊かになってきたが、後者
は日本との経済格差が非常に大きい（16）。これ
ら後発アジアの国から来た私費留学生であれ
ば、親がよほどの富豪でない限り、経費支弁
能力に乏しく、渡航時に現地のブローカーに
負った借金の返済や日本での生活費・学費の捻
出のために法定上限の週28時間を超える労働
に追われ、学業がおろそかになるのは火を見る
より明らかである（17）。佐藤（2018）は、これ
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やすくすること
（４）大学はオープンキャンパスの時には良

いところしか見せないが、素顔の大学を受験
生、編入希望者、その他の関係者に知ってもら
うために、日頃の授業を公開すること
（５）能力・意欲のある留学生が自国の経済

状況に左右されずに学習時間を確保できるよ
う、外国人の採用に積極的な企業と連携して、
企業奨学金のルートを開拓すること

これらの措置は大学にとってコストや手間
暇がかかるかもしれない。しかし、ポイント
は、教育の質に関して大学と受験生（留学生を
含む）の間の情報の非対称性を改善する、学生
の学びの質を担保する、悪質な大学に運悪く
引っかかってしまった学生には逃げ道を用意す
る、真面目な留学生にはインセンティブを用意
する等にある。良識のある大学の間でこれら学
生本位の取り組みが普及すれば、要件を満たせ
ない大学はやがて大学市場から淘汰されること
となろう。

なお米国では、破綻した大学が留学生を保
護できずに置き去りにしたという事件も報告さ
れているが（リースマン：1986）、今後は日本
でも類似の事件が発生することが予想される。
リースマンも指摘しているように、留学生が巻
き込まれる場合には、政府が留学生に対して何
らかの救済措置を講じることも必要と思われ
る。加えて、認証評価機関が個々の大学を評価
する際には、大学側による過剰な留学生の募集
の有無、留学生の学びの質、破綻の際の留学生
への支援体制等についても、併せてチェックす
ることが求められよう（23）。

５．おわりに
本稿では、どのような属性の私立大学にお

いて留学生比率が高いのかを探るために、首
都圏の私立大学150校を対象に、留学生比率を

できないような大学には退場を迫る環境を作る
ために、留学生比率は高いが良識のある大学

（社会的責任を果たそうと努力できる大学）に
は、以下のことを提案したい。
（１）留学生を含めた全ての受験生がまっと

うな大学（健全な教育の質を提供する大学）を
選べるよう、留学生の数、（日本人も含む）学
生の国別構成、留学生の入学時・卒業時の日本
語能力等に関する情報公開を行うこと（20）。特
に留学生比率の高い大学においては留学生の日
本語能力の伸びに関する情報は重要である。な
ぜなら彼らが大学の授業についていくためには
N１（日本語能力試験１級）、最低でもN２（日
本語能力試験２級）は必要であるが、大学の中
にはN３（日本語能力試験３級）にも合格しな
い留学生を大量に入学させ、経費削減を理由に
日本語の補習教育すら疎かにしているところも
あるからである。大学が本当に高等教育の質を
保とうとしているか否かは留学生の語学力の伸
び（21）によってある程度の推測は可能である。
入口・出口の日本語能力の伸びを比較すること
で、その大学の留学生が学びを主目的とする留
学生なのか、それともいわゆる『偽装』留学生
なのかは概ね把握できる。卒業率の開示で事足
りるという反論もあるかもしれないが、悪質な
大学では成績不良の学生にも単位を乱発するよ
う経営側の圧力がかかるため、卒業率はあまり
あてにならない。よって、留学生の日本語能力
の伸びについての情報も開示することが望まし
い。
（２）留学生比率の高い大学では、日本人学生

はもとより真面目な留学生の学びの質を担保す
るため、日本語能力別のクラス編成を行う（あ
るいは英語による開講科目を増やす（22））こと
（３）大学間の単位互換制度の促進や、編入

枠の拡大によって、運悪く大学選びに失敗して
しまった学生の逃げ道として、他大学に編入し
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が他の地域にもあてはまるのかどうかという実
証面での確認も今後の課題とする。

注
（１）… …福田元首相の第169回国会（平成20年１

月18日）の施策方針演説より（https://
nettv.gov-online.go.jp/prg/prg1593.html）。

（２）… …例えば、文部科学省による国際化拠点整
備事業（大学の国際化のためのネット
ワーク形成推進事業、通称グローバル
30）等。

（３）… …しかしながら、その年の収容定員充足率
は88.1%どまりであったという。

（４）… …定義については、第４章第３節を参照
（５）… …中には、当初より留学生と日本人を半数

ずつ受け入れることを前提として開設さ
れ、優れたグローバル教育で高い評価を
得ている大学もある。

（６）… …留学生情報については朝日新聞出版
（2019）『大学ランキング』230頁より
2018年度の数値を用いた。『大学ランキ
ング』に情報を開示していない大学は
JASSOのウェブページから留学生数を取
得し、留学生比率を算出した。収容定員
充足率は、旺文社（2018）『大学の真の
実力』に掲載されている学部の学生数・
収容定員数より算出した。同紙に掲載の
なかった大学の学生数・収容定員数は日
本私立学校振興・共済事業団『大学ポー
ト レ ー ト 』（https://up-j.shigaku.go.jp/）
より採取し、算出した。その他の情報は
各大学のウェブページより採取した。

（７）… …グローバル13とは、「留学生30万人計
画」を推進するために行われている文部
科学省の「国際化拠点整備事業（グロー
バル30）」に採択された13の大学の通称

従属変数に、経営要因、グローバル化推進要
因、大学の基本的属性等の諸変数を独立変数に
用いた重回帰分析を行った。その結果、短大か
ら改組転換を遂げた歴史の浅い大学でかつ定員
割れしているところ、首都圏の中でも東京・神
奈川以外に立地する大学でかつ定員割れしてい
るところで有意に留学生比率が高まることが判
明した。一方で、グローバル化の推進は留学生
比率に対しては有意な影響を持たなかった。こ
れまでも、小川（2017、2018）をはじめとす
る複数の論者が、新興、あるいは地方の私立大
学が18歳人口の減少を背景に日本人学生から
相手にされなくなり、定員を埋めるために大量
の留学生を受け入れていることを定性的に報告
してきたが、本稿におけるモデルの推定結果は
それらを定量的にも裏付けることとなった。そ
して、これらの結果を踏まえ、USRの視点から
考察と若干の提言を行った。

最後に本稿の限界と今後の課題について述
べておこう。今回は、良識のある大学が学生本
位の教育展開を行うことで、政府の留学生政策
を濫用している大学を市場から退場させるとい
うやや回りくどい提言しかできなかった。しか
しながら、大学の利害関係者の一員として、

「留学生30万人計画」を策定した政府もまた大
きな役割を担っている。加えて、補助金の支給
のあり方が一部の大学の行動を歪める誘因とも
なっている。本来であれば、市場の失敗を防
止・是正するのは政府の役割であるが（24）、本
件に関しては政府の制度設計のあり方が市場の
失敗を誘発しているのではないだろうか。本稿
では紙幅の関係上、制度設計のあり方まで議論
することはできなかったが、今後は他国との留
学生政策の比較を通じて、留学生の受け入れに
おける量と質の両立可能性を掘り下げることを
課題とする。なお、今回の分析は首都圏の私立
大学が対象であったが、本稿から得られた知見
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jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_
e/2018/ref18_03.…html#no2）より。

（16）… …IMFの2018年データによれば、中国、韓
国、台湾の一人当たりGDPがそれぞれ
9,608USD、31,346USD、24,971USDで
あるのに対して、べトナム、ネパールの
一人当たりGDPはそれぞれ2,551USD、
971USDである。

（17）… …後発アジア出身の若者たちは留学の際に
渡航費用や当面の生活費・学費の工面
のために現地のブローカーから借金を
するが、日本語学校在学中の２年間のア
ルバイトではとても借金が返済できない
ため、専門学校や大学に進学してアルバ
イトを続けながら借金を返済するという

（出井：2016、2018、2019）。
（18）… …かつて専門学校には50%までという規制

があったが、それも留学生30万人計画の
達成のために撤廃された（出井：2016）。

（19）… …例えば、もし不法滞在者・不法就労者を
大量に出す代わりに、大学教育を通じて
留学生たちを母国、あるいは、日本で活
躍できるような人材として育て、社会に
送り出すのであれば、「教育・研究」「環
境・社会」とのバランスもとれていると
いえるのではないか。

（20）… …日本語力の乏しい留学生が現地のブロー
カーの餌食にならないよう、留学生の母
語、それが難しい場合は最低でも英語に
よる情報公開が必要となると思われる。

（21）… …一例として、入学時はN３（日本語能力
試験３級）、卒業時はN２（日本語能力
試験２級）など。

（22）… …もっとも母国であまり英語を学習してこ
なかった留学生も多数存在するため、英
語による開講科目の増設は根本的な解決
策にはならないとも思われる。

である。
（８）… …通学制の４年制大学を分析対象とし、オ

ンライン大学、通信制大学は分析対象か
ら外した。また、学部系統が特殊な単科
大学（医・歯・薬・体育・芸術）も分析
対象から外し、最終的に残ったのは、
150校となった。

（９）… …留学生数は学部の正規留学生の数であ
り、研究生、交換留学生、聴講生、日本
語別科の学生は含まない。

（10）… …モデルによっては、収容定員充足率の代
替として用いるためである。なお、収容
定員充足率が８割未満の大学を１とする
ダミーの他にも、９割未満の大学を１と
するダミー、７割未満の大学を１とする
ダミーも作成してみたが、モデルの推定
結果に大きな違いはなかった。そこで紙
幅の関係上、最もモデルの説明力が高
かった８割未満の大学を１とするダミー
を採用した。

（11）… …例えば、前述の「国際化拠点整備事業（グ
ローバル30）」に加えて、「経済社会の発
展を牽引するグローバル人材育成支援事
業（GGJ）」、「スーパーグローバル大学
創生支援事業（SGU…Type…A・B）」等。

（12）… …但し、授業のない期間中は週40時間まで
の労働が可能となる。

（13）… …首都圏A大学、B大学の教職員への聞き
取りより。

（14）… …JASSO（日本学生支援機構）の調査結果
（2017）によれば、奨学金を受給してい
ない私費留学生（学部レベル）の場合は、
アルバイト時間が学習時間をはるかに上
回っているが、これは弱小私大の関係者
の間ではよく知られた事実である。

（15）… …JASSO…ウェブページ「高等教育機関に
おける留学生受入れ状況」（https://www.
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井上徹（2019）『日本語教育の危機とその構造…
:「1990年体制」の枠組みの中で』一橋大学
博士論文

International…Monetary… Fund…（2019）.…World 

Economic Outlook Database, April 2019

　（https://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2019/01/weodata/index.aspx…最終閲覧日
2019.9.27）

ISO…（2010）… ISO26000（https://www.iso.org/
obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en）

ISO／SR… 国 内 委 員 会（2011）『 日 本 語 訳
ISO26000…：2010一社会的責任に関する手
引』日本規格協会

JASSO（独立行政法人…日本学生支援機構）『平
成29年度…私費外国人留学生生活実態調査』

（https://www.jasso.go.jp/about/statistics/ryuj_
chosa/…最終閲覧日2019.9.27）

JASSO（独立行政法人…日本学生支援機構）『平
成30年度外国人留学生在籍状況調査結果、
高等教育機関における留学生受入れ状況』

（https://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_
student_e/2018/ref18_03.html#no2、 最 終 閲
覧日2019.9.27）

河合塾（2018）『私立大…2019年度入試難易予想
一覧表』

文部科学省『グローバル30とは（http://www.
mext.go.jp/component/a_menu/education/
detail/__icsFiles/afieldfile/2017/03/30/

　1383779_01.pdf、最終閲覧日2019.9.27）
日本私立学校振興・共済事業団『大学ポート

レート（私学版）』データベース（https://
up-j.shigaku.go.jp/…最終閲覧日2019.9.27）

小川洋（2017）『消えゆく限界大学』白水社
小川洋（2018）「定員割れ大学の延命を図る留

学生30万人計画」『Wedge』12月号、31-33頁。
旺文社編（2018）『大学の真の実力』旺文社
リースマン.Ｄ著、喜多村・江原ほか訳（1986）

（23）… …一方で評価担当者たちからは、大学の日
頃の活動がモニタリングできるわけでは
ないため、大学から提供される情報が正
しいという前提の下で評価せざるを得な
いという反論もある。つまり、大学から
提供される書類や情報が改竄されている
場合はお手上げとなるが、この件につい
ては後日、また稿を改めて論じたい。

（24）… …例えば、Stiglitz…&…Walsh…（2006、pp.375-
391）を参照のこと。
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日本企業におけるステークホルダー・エンゲージメントの
人権問題や環境問題に対する効果についての一考察

The…Effects…of…Stakeholder…Engagement…by…Japanese…Corporations…on
Human…Rights…and…Environment…Issues

ABSTRACT
This… paper… identifies… the… effects… of… stakeholder… engagement… on…human… rights… and…
environment-related… issues.…First,…previous… research… is… systematized,… following…which…
empirical… analysis… is… conducted.…The… sample… is… based… on… cross… sectional… data… of…
1,096… Japanese… corporations… from…2017.…A…probit… regression…model… is… employed,…
wherein… the…dependent…variable… is…whether… the…firm…eagerly… tackles…human…rights…or…
environment…issues.…The…results…show…that…there…are…significant…and…positive…correlations…
between…stakeholder…engagement…and…whether…a…firm…eagerly… tackles…human…rights…or…
environment…issues.…Firm…size…is…also…shown…to…affect…both…types…of…issues.

キーワード
ステークホルダー、ステークホルダー・エンゲージメント、人権問題、環境問題、
プロビット分析

役会に反映されるようにするため、従業員代表
の取締役を設置するなど従業員とエンゲージメ
ントを行うべきことが、盛り込まれた。これは
2016年６月に行われたEU離脱の可否を問う国
民投票で、所得・資産格差の拡大などを背景と
して、英国民がEU離脱を選択したことに対す
る、英国指導者層の危機感の表れと捉えること
ができる（林：2019b）。

米国でも、世界最大の機関投資家である
BlackRockのCEOが、2019年の年初に投資先企
業に送付した手紙の中で、「ステークホルダー
に対する責務を全うする企業は、長期的に対価

１．はじめに
最近、企業のステークホルダーに対する責

任や、ステークホルダーとの対話・エンゲー
ジメントの重要性が指摘されることが増加し
ている。例えば英国では、2018年７月にコー
ポレートガバナンス・コードが改訂され、原
則（Principles）の中に「企業が、株主やステー
クホルダーに対する責任を果たすために、取締
役会はそれらに対して効果的なエンゲージメン
トを行うこと、またそれらの参画を促すことを
確実にすべきである」ことが含められた。また
各則（Provisions）の中に、従業員の声が取締

‒ 87 ‒

日本経営倫理学会誌
第27号（２０２０年）

論 文



を得ることができる一方、それを怠る企業は立
ち行かなくなるでしょう」と指摘し、企業がス
テークホルダーとの関係構築を図ることの重要
性を指摘している。また、民主党左派の有力議
員であるエリザベス・ウォーレン上院議員は、
2018年８月に「説明責任ある資本主義」法案
を議会に提出し、米国の大企業は「アメリカ合
衆国株式会社」という連邦免許を取得し、その
取締役はすべてのステークホルダーに対して社
会的責任を負うことを法定すべきであると主張
した。これらの動きは、所得・資産格差の拡大
に対する不満の解消を企図したものであると考
えられる。

最近、SDGs（国連の持続可能な開発目標）
に関する議論が活発に行われ、企業もこれに対
する取り組みを活発化させている。しかし、
SDGsは非常に幅の広い概念であることから、
企業が着目・推進するSDGsの項目と、市民社
会や投資家等が期待する企業の推進項目とは
必ずしも一致しない可能性がある。例えば、
PwC（2017）の調査によれば、オランダの企
業はSDGsの項目のうち、目標８（働きがいも
経済成長も）、目標13（気候変動に具体的な対
策を）、目標４（質の高い教育をみんなに）に
積極対応する傾向があるが、オランダの政府や
市民社会が必要とする目標15（陸の豊かさも守
ろう）、目標２（飢餓をゼロに）、目標５（ジェ
ンダー平等を実現しよう）にはあまり熱心では
ない。

企業はこの期待の不一致に対応するため
に、ステークホルダー・エンゲージメントを行
い、市民社会や投資家等のニーズを汲み取るこ
とにより、人権や環境問題等に取り組み、企
業のSDGs推進の目的である、長期的な財務パ
フォーマンスの向上、リスクの削減や企業活動
の社会的認可の維持等を推進し、ひいては持続
可能な世界の構築に貢献していく必要があると

考えられる（林：2019a）。ステークホルダー・
エンゲージメントは、従来からISO26000（国
際標準化機構による組織の社会的責任に関する
国際規格）やGRI（Global…Reporting…Initiative：
サステナビリティに関するグローバルな開示基
準）でも重視されている概念であるが、その重
要性を改めて認識する必要がある。

ここで留意すべきことは、企業がステーク
ホルダー・エンゲージメントを行ったからと
いって、必ずしも人権や環境といったSDGsで
重視されている課題に、積極的に取り組むとは
限らないことである。単に、市民社会や投資家
等と表面的な対話を行うことで済ませてしまう
可能性がある。実際の行動に結びつかなけれ
ば、意味がない。

ステークホルダー・エンゲージメントを
巡っては、多くの研究がなされているが、ス
テークホルダー・エンゲージメントが、実際に
企業の人権や環境等への対応に具体的な効果を
与えたのかについての研究は、必ずしも十分に
はなされていない。そこで本稿では、日本企業
を対象として、具体的なデータに基づき統計的
手法を用いて、それらの関係を明らかにした
い。本稿の分析は、今後ステークホルダー・エ
ンゲージメントを積極的に推進しようとする企
業にとっても参考になる点が多いと考える。こ
のような観点から、本稿には、学術的・実務的
な観点から一定の先駆的な貢献があると考え
る。

以下本稿では、第２節でステークホル
ダー・エンゲージメントの概念を簡単に整理し
たのち、第３節で先行研究を概観したうえで、
仮説を提示する。第４節で実証研究の枠組みを
説明し、第５節で実証結果を分析する。そして
第６節で全体を総括して今後の課題を述べるこ
ととする。
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２．ステークホルダー・エンゲージメント
本節ではまず、ステークホルダーとステー

クホルダー・エンゲージメントについての概念
を整理しておく。本稿では、ステークホルダー
を「組織目的の遂行に影響を与えるか、または
組織目的の遂行から影響を受ける、グループま
たは個人である」（Freeman：1984）と捉える。
この定義はステークホルダーを広義に捉えてお
り、影響力の観点（倫理とは独立した観点）か
らの定義である（Greenwood：2007）。

GRIガイドラインの第４版では、ステークホ
ルダーを「組織活動・生産物・サービスによっ
て重大な影響を受ける可能性があるエンティ
ティまたは個人、及び、組織の戦略や目標に対
して影響を与える能力があると合理的に期待さ
れるエンティティまたは個人」と定義してい
るが、この定義はFreeman（1984）の定義と整
合的である（Moratis…and…Brandt：2017）。ま
た、ISO26000では、ステークホルダーを「組
織の何らかの決定または活動に利害関係を持つ
個人またはグループ」と定義している（熊谷：
2011）が、この定義もFreeman（1984）の定義
と整合的であると言える。

ステークホルダー・エンゲージメントにつ
いて、本稿では、「組織が、相互に受け入れ
可能な成果を得るという明らかな目的のため
に、関係するステークホルダーとエンゲージす
る（目的を持った対話を行う）プロセスである」

（AccoutAbility：2015）と捉える。
日本経団連の企業行動憲章第７版（2017年）

では、ステークホルダー・エンゲージメントを
「企業が社会的責任を果たしていく過程におい
て、相互に受け入れ可能な成果を達成するため
に、対話などを通じてステークホルダーと積極
的にかかわりあうプロセスを指す」と定義して
いるが、この定義はAccoutAbility（2015）と整
合的である。

AccoutAbility…et…al.（2005） は、 ス テ ー ク
ホルダー・エンゲージメントのベストプラク
ティスを提示する観点から、企業のエンゲージ
メントを、①外部からの圧力に対する対応、②
リスクマネジメントの観点からの対応（相互理
解を高め、対立を回避する）、③競争力維持の
ための統合的な戦略的エンゲージメント、の３
段階に分類している。田中（2016）は、ステー
クホルダー・エンゲージメントのわが国におけ
る課題として、市民社会側の作用が必ずしも強
くないことを指摘する。

ここでいくつかの企業の対応状況について
概観しておく。統合報告書の中でステークホル
ダーの位置づけを明確に記載している仏系製
薬大手企業のSanofiは、ステークホルダーとし
て、従業員、取引先、メディア、ヘルスケアの
専門家、患者、地域社会、規制当局・協会、
国連関係組織・NGOs、投資家、を特定し、ス
テークホルダーとの対話・エンゲージメント
が、Sanofiを含むすべてのステークホルダーの
長期的な価値創造に資することを説明してい
る。

わが国を代表する企業の考え方を見ると、
わが国最大の企業であるトヨタは、ホーム
ページで「持続可能な発展のために、全ての
ステークホルダーを重視した経営を行う」こ
と、「オープンで公正なコミュニケーションを
通じて、ステークホルダーとの健全な関係の
維持・発展に努める」ことを、ステークホル
ダー・エンゲージメントの基本的な考え方と
しており、主なステークホルダーとして、お
客様、従業員、取引先、株主、地域社会・グ
ローバル社会を挙げている。また統合報告書の
記載内容に定評のあるオムロンは、サステナ
ビリティ方針の中で、「すべてのステークホル
ダーと責任ある対話を行い、強固な信頼関係
を構築」することを掲げ、ステークホルダー・
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まず図１に基づいて、ステークホルダー・
エンゲージメントを巡る先行研究の枠組みを説
明する。ステークホルダーからの圧力など外部
環境（A）の影響を受けて、企業の対応が行わ
れる（C）。そしてその結果、企業イメージの
向上などの成果（D）がもたらされる。これら
の関係には、企業属性（B）が影響を与える。
また、企業の対応には、外部環境に働きかける
ステークホルダー・エンゲージメント（C-1）
と、その結果として、企業が人権対応や環境対
応などを変化させる効果（C-2）が含まれる。
先行研究は、これらの枠組みの中の全部または
一部の関係を分析したものである。

Smith…et…al.（2011）の分析が、上記の枠
組み全体に沿ったものであるので、まずこの
分析を検討する。Smith…et…al.（2011）は、米
国の繊維製品の大手企業であるGAP社の事例
に基づき、持続的成長の鍵となるステークホ
ルダー・エンゲージメント戦略を検討した。

エンゲージメントの対象として、ホームページ
で、従業員との対話、顧客との対話、仕入先と
の対話、株主との対話、地域社会との対話、に
ついて具体的に説明している。

このようにステークホルダー・エンゲージ
メントは、これらの企業にとって重要な経営課
題となっている。

３．先行研究と仮説
３．１　先行研究

ステークホルダー・エンゲージメントが
様々な角度から研究されていることから、先行
研究の意義を十分把握するためには、ステーク
ホルダー・エンゲージメントの研究全体を体系
づけたうえで、当該先行研究の位置づけを明
確にすることが必要である。図１は、Dögl…and…
Behnam（2015）が示した枠組みを参考にして
作成したものである。なお、主な先行研究の概
要は表１に示される通りである。

図１　ステークホルダー・エンゲージメントを巡る先行研究

D：成果（outcome） C：企業の対応 A：外部環境

財務パフォーマ
ンスの向上

リスク削減

企業イメージ向
上・企業活動の
社会的認可獲得

B：企業属性

人権

環境

C-2：効果 C-1：実施 社会等

N G O

労働組合

マスメディア

株主

ESG投資家

企業規模 財務基盤 業 種 ガバナンス

〇先行研究の枠組み

ステークホ
ルダー・エ
ンゲージメ
ント

（注）Dögl…and…Behnam（2015）の図１を参考にして筆者作成。
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ステム（EMS）がステークホルダーからの圧力
に対する経営の対応であると考えたうえで（図
１のA→C-2の関係）、EMSの成熟度（ISO14001
等の導入からの年数）が、企業の財務パフォー
マンス（競合他社対比のROA成長率など）に
影響を及ぼすことを明らかにするため（図１の
C-2→Dの関係）、2011年にスペインの（強度の
汚染が懸念される）金属加工と輸送用機器の業
種（図１のD）に属する、従業員100人以上の
企業733社に電話で質問を行い、157社から回
答を得た。このデータに基づき、企業の財務パ
フォーマンスを被説明変数、EMSの成熟度を
説明変数、企業規模（従業員数の自然対数）、
企業の設立からの年数をコントロール変数と
して回帰分析を行ったところ、EMSの成熟度
の高い企業ほど、企業パフォーマンスが高い
傾向があることが示された。なお、企業規模、
企業の設立からの年数は有意な関係が示されな
かった。

Dögl…and…Behnam…（2015）は、（１）ステー

GAPは、カンボジアなどでの児童労働への批
判に対応して、当初はコンプライアンスの強
化、法的対応、リスク緩和のアプローチで対応
したが、適切な解決とはならなかった。マスメ
ディア、NGO、労働組合、一般市民から引き
続き厳しい批判が寄せられたことから、GAP
は対応の見直しに迫られ、外部のステークホル
ダーに対する積極的かつ戦略的なエンゲージメ
ントを行った（図１のA→C-1の関係）。その結
果を踏まえ、カンボジアやインドでの児童労
働の問題（人権問題）を解決の方向に進め（図
１のC-1→C-2の関係）、そのことにより企業イ
メージを改善し、（不買運動などの）リスクを
削減した（図１のC-2→Dの関係）。この事例は
繊維製品の業種に属する企業に特有の特徴を含
むものである（図１のB→A、C、D）。

表１に示すこれ以外の先行研究は、枠組み
の一部の関係を分析したものである。このう
ちいくつかの先行研究について以下説明する。
Castro…et…al.（2016）は、環境マネジメントシ

表１　先行研究

論文 分析手法 対象国・地域 分析対象 内容
対象年度 （注 2）

Castro…et…al.…（2016） 回帰分析 スペイン企業 C-2 → D 環境対応→財務：正の関係
157社、2011年 　

Dögl…and…Behnam 階層的重回帰 米・独・インド・中国 A → C-2 SH（注 3）→環境対応：正の関係
…（2015） 分析 193社 C-2 → D 環境対応→財務・評判：正の関係
González-Benito…and 重回帰分析 スペイン企業 B SH からの環境対応圧力
…González-Benito 186社、2002年 ←企業規模、国際化、業種、
…（2010） 経営者の環境認識：正の関係
Henisz…et…al.…（2014） 変量効果推定 トロント上場 ,……19社 A → D SH 支援→市場価値：正の関係

1993-2008年
Johnson…et…al.…（2018） 平均値の差の ドイツ企業 B 最終消費者・関係団体の圧力

検定 152社、2012年 ← B…to…C…企業（業種）：正の関係
Rodriguez-Melo…and t…検定 英国建設企業 C-1 → D SE（注 4）→収益性：正の関係
…Mansouri…（2011） 30社
Salem…et…al.…（2018） 因子分析 リビア製造業 C-1 → C-2 SE →環境対応：正の関係

回帰分析 226社
Smith…et…al.…（2011） 事例研究 米国企業 A → C-1 SH → SE：正の関係

（GAP）、1社 C-1 → C-2 SE →人権対応：正の関係
C-2 → D 人権対応→企業イメージ向上、

リスク削減：正の関係
（注 1）論文中に複数の分析がある場合には、代表的な分析の変数を示す。
（注 2）図 1 の A ～ D に対応。
（注 3）SH ＝ステークホルダー　　（注 4）SE ＝ステークホルダー・エンゲージメント
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クホルダー（規制当局、市場、社会）が企業
の環境対応（CER）に正の影響を与えている
のか（図１のA→C-2の関係）、（２）CERの実
施が企業の環境対応の評判や、企業の財務パ
フォーマンスに正の影響を与えているのか（図
１のC-2→Dの関係）、について明らかにするた
め、米・独・インド・中国の企業の上級管理
者3,200人にオンラインで質問票を送付し、193
人から回答を得た。このデータに基づき、（１）
CER実施（７段階）を被説明変数、ステーク
ホルダーからの影響（７段階）を説明変数、企
業規模（従業員数2,000人以上＝１のダミー変
数）、業種（製造業＝１のダミー変数）、株式所
有構造（個人所有＝１のダミー変数）、株式上
場の有無、をコントロール変数として、階層
的重回帰分析を行ったところ、ステークホル
ダーからの影響が強い企業ほど、CERを実施
する有意な傾向があることが示された。なお、
コントロール変数のそれぞれとは有意な関係が
示されなかった。（２）企業の環境対応の評判

（７段階）、または財務パフォーマンス（７段階）
をそれぞれ被説明変数、CER実施を説明変数、
企業規模、業種、株式所有構造、株式上場の有
無をコントロール変数として、階層的重回帰分
析を行ったところ、CERをよく実施している企
業ほど、環境対応の評判と財務パフォーマンス
がそれぞれ高い傾向があることが示された。な
お、コントロール変数のそれぞれとは有意な関
係が示されなかった。

González-Benito…and…González-Benito（2010）
は、企業の環境対応に及ぼすステークホル
ダーからの圧力が、企業規模などの企業属性
によって左右されるかを明らかにするため（図
１のBの影響の分析）、2002年に化学製品（医
薬品を除く）、電気・電子機器、家具・什器備
品の３業種に属する従業員100人以上の企業の
管理者428人に質問票を郵送し、186人から回

答を得た。このデータに基づき、各管理者が認
識しているステークホルダーからの環境対応の
圧力（６段階）を被説明変数、企業規模（従業
員数）、国際化（多国籍企業グループ＝１のダ
ミー変数）人口集中地区からの距離（４段階）、
経営者の環境認識（６段階）、化学産業か否か
を説明変数として重回帰分析を行ったところ、
企業規模が大きく、国際化が進展し、化学産業
に属し、経営者の環境認識が高い企業ほど、ス
テークホルダーからの環境対応の圧力が強い傾
向があることが示された。

Johnson…et…al.（2018）は、ステークホル
ダー・エンゲージメントが、企業の正統性を維
持し、イノベーションに拍車をかけるなどの観
点から、企業の持続性に不可欠なものであると
認識したうえで、B…to…C 企業とB…to…B 企業と
の間でステークホルダー・エンゲージメントに
関して違いがあるのかについて検討した（図１
のBの影響の分析）。具体的には、B…to…C 企業
は…B…to…B 企業と比較して、最終消費者や関係
団体から強い圧力を受けるのかなどを明らかに
するため、ドイツの巨大企業383社に対してオ
ンラインサーベイを行い、152社（B…to…C 企業
75社、B…to…B 企業77社）から回答を得た。こ
のデータに基づき、回答者が認識する外部のス
テークホルダーからの圧力（５段階）を用いて、
平均値の差の検定を行ったところ、B…to…C 企
業の方が最終消費者や関係団体から強い圧力を
受けていることが示された。

Salem…et…al.（2018）は、ステークホルダー・
エンゲージメントと企業の環境パフォーマンス

（CEP）の関係を明らかにする観点から（図１
のC-1→C-2の関係）、リビアの製造業（小規模
企業）に対して質問票を郵送し、226社（回答
率82％）から回答を得た。このデータに基づ
き、探求的因子分析、検証的因子分析及び回帰
分析を行ったところ、ステークホルダー・エン
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環境問題に積極的に取り組んでいる企業か否
か（仮説２）とし、企業規模、収益性、ガバナ
ンス、業種をコントロールしたうえで、プロ
ビット分析により、ステークホルダー・エン
ゲージメント実施の有無との関係を分析する。
そこで本節では、サンプルと分析モデルを説明
したうえで、被説明変数、説明変数及びコント
ロール変数について、その内容と変数として用
いる理由を説明する。なお、被説明変数がダ
ミー変数（０と１）であることから、本稿では
プロビット分析を用いた（ロジット分析でも同
様の結果が得られた）。

４．１　サンプルと分析モデル
サンプルは東洋経済のCSR企業総覧2016年

版と2018年版にともに掲載されている上場企
業（東洋経済の調査票に回答した企業）1,096
社とし、クロスセクションデータを用いてプロ
ビット分析を行う（データは東洋経済のCSR企
業総覧の他、日経NEES-Cgesデータベースか
ら作成）。分析モデルは以下に示すとおりであ
る。

仮説１
…HRWH＊＝α＋β1SHE ＋β2LNASS ＋β3ROE3

＋β4ODR +β5 IND1 ＋β6 IND2 　（1）
　HRWH＊…≤…０…であれば、HRWH…＝…０
　HRWH＊…>…０…であれば、HRWH…＝…１

仮説２
 ECO＊ ＝α＋β1SHE ＋β2LNASS ＋β3ROE3

＋β4ODR…+β5 IND1 ＋β6 IND2 　（2）
　ECO＊…≤…０…であれば、ECO…＝…０
　ECO＊…>…０…であれば、ECO…＝…１

仮説１（（1）式）の被説明変数のHRWHは、
人権問題に積極的に取り組んでいる企業か否

ゲージメントとCEP（具体的には資源の活用や
廃棄物の削減）の間に有意な正の関係が示され
た。

３．２　仮説
本稿では、ステークホルダー・エンゲー

ジメントを巡る議論のうち、ステークホル
ダー・エンゲージメントが、実際に企業の人
権対応や環境対応に影響を与えているのか（図
１のC-1→C-2の関係）について検討する。企
業の人権対応と環境対応に限定して検討するの
は、これらへの対応が現在、企業に強く求めら
れているからである。

既述の通り、Smith…et…al.（2011）はGAP社
の事例に基づいて、ステークホルダー・エン
ゲージメントが企業の人権問題への解決に正
の影響を及ぼしたことを示している。また、
Salem…et…al.（2018）は統計的手法を用いて、
ステークホルダー・エンゲージメントが企業の
環境問題に正の影響を及ぼしたことを示してい
る。これらの先行研究を踏まえ、本稿では以下
の２つの仮説を検証する。なお、本稿では、ス
テークホルダーを主として企業に影響・圧力を
加える主体として捉えていることから、以下の
因果関係を想定した。

仮説１…　ステークホルダー・エンゲージメント
を実施している企業ほど、人権問題に配
慮した対応を行う傾向がある。

仮説２…　ステークホルダー・エンゲージメント
を実施している企業ほど、環境問題に配
慮した対応を行う傾向がある。

４．実証研究の枠組み
本稿では被説明変数を人権問題に積極的に

取り組んでいる企業か否か（仮説１）、または
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HRWHとECOは2017年 度 の 実 績、ROE3は
2013年度から2015年度の平均値、その他の
変数は2015年度の実績である。HRWH、ECO

及びSHEは東洋経済CSR企業総覧のデータ、
LNASS、ROE3、ODR、IND1及び IND2は日経
NEES-Cgesのデータを用いた（注１）。基本統計量
は表２に、相関係数は表３に記載のとおりであ
る。

か、仮説２（（2）式）の被説明変数ECOは、環
境問題に積極的に取り組んでいる企業か否か。
説明変数のSHEは、ステークホルダー・エン
ゲージメント実施の有無。コントロール変数の
LNASSは総資産の対数値（企業規模）、ROE3は
株主資本利益率の３年平均（収益性）、ODRは
社外取締役比率（ガバナンス）、IND1は資源・
化学企業か否か（業種）、IND2は繊維製品の企
業か否か（業種）である。

表２　基本統計量

変数名 略称 平均値 標準偏差 最小値 最大値
人権問題への取組の有無 HRWH 0.266 0.442 0 1
環境問題への取組の有無 ECO 0.182 0.386 0 1
エンゲージメントの有無 SHE 0.234 0.424 0 1
総資産の対数値 LNASS 11.654 2.134 5.666 19.494
株主資本利益率（3 年平均） ROE3 7.634 10.849 ‒133.361 90.407
社外取締役比率 ODR 26.534 12.332 0 85.714
業種 1：資源・化学 IND1 0.101 0.302 0 1
業種 2：繊維製品 IND2 0.021 0.143 0 1

表３　相関係数

HRWH ECO SHE LNASS ROE3 ODR IND1 IND2
HRWH 1
ECO 0.463 1
SHE 0.587 0.480 1
LNASS 0.514 0.487 0.574 1
ROE3 0.000 0.029 0.000 0.070 1
ODR 0.148 0.046 0.115 0.167 0.0056 1
IND1 0.085 0.037 0.071 0.028 ‒0.045 ‒0.004 1
IND2 ‒0.016 -0.036 ‒0.051 ‒0.022 ‒0.057 ‒0.025 ‒0.049 1

変数として、東洋経済からの質問に対して、①
COP21（パリ協定）の中期計画を参考として
いる、②気候変動対応についての取り組み、③
環境ビジネスへの取り組み、のすべての項目に
対応していると回答した企業（有＝１のダミー
変数）を用いる。なお、人権問題や環境問題
は、どちらもその内容は様々であるが、上記の
変数には、開発途上国の人権問題や気候変動へ
の対応など、それらの問題の主要な要素が含ま
れていると考えられるので、本稿ではそれらを

４．２　被説明変数
本稿では、人権問題に積極的に取り組ん

でいる企業の代理変数として、東洋経済から
の質問に対して、①労働安全衛生システムの
構築、②人権尊重・差別禁止に関する方針の
策定、③人権デューデリジェンスへの取り組
み、④ILO中核的労働基準を尊重した経営の実
施、のすべての項目に対応していると回答した
企業（有＝１のダミー変数）を用いる。また、
環境問題に積極的に取り組んでいる企業の代理
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する。
企業規模が大きいほど、外部から人権・環

境問題への取り組みに対する要求を強く受ける
こと、また企業規模が大きいほど、人権・環境
問題に取り組む人材を整えることができること
から、企業規模が大きいほど、人権・環境問題
に取り組む傾向があることが想定される。

収益性が高い企業ほど、人権・環境問題に
取り組む余裕があることから、人権・環境問題
に積極的に取り組む傾向があると考えられる。
一方で、収益性が高いということは、収益最
大化を強く推し進めている企業であることか
ら、コストがかかる人権・環境問題への取り組
みに熱心ではないとも考えられる。いずれにし
ても人権・環境問題への取り組みに収益性が影
響を及ぼす可能性があるので、これをコント
ロール変数とする。収益性の代理変数として、
各年度の収益のブレを調整した株主にとっての
収益性（株主資本利益率の３年平均）を用いる。

社外取締役には、社外での知見を踏まえ、
経営者に助言を行うことなどが期待されてい
る。多くの社外取締役が存在する企業（社外取
締役の比率が高い企業）では、社外取締役の中
に、グローバルな人権・環境問題などに知見の
ある社外取締役が存在し、人権・環境問題への
取り組みの必要性が取締役会等で議論される可
能性が（相対的に）高いと考えられる。

資源・化学企業は、人権・環境問題を悪化
させる可能性が高い業務に従事している。例え
ば石油メジャーのBPはメキシコ湾において大
規模な原油流出事故を起こし、環境を悪化させ
た。またShellはナイジェリアにおいて長期に
亘る石油の流出を許し環境を破壊したことに加
え、ナイジェリア政府の人権侵害にも加担した
と非難されている。市民社会等からの監視に対
応して、資源・化学企業は、人権・環境問題に
積極的に取り組むと考えられる。

代理変数として分析した。
人権問題に積極的に取り組んでいる企業は

サンプル全体の26.6％、環境問題に積極的に取
り組んでいる企業はサンプル全体の18.2％とな
る。

東洋経済のCSR企業総覧のデータは、同社
が2005年以降毎年継続実施している「CSR（企
業の社会的責任）調査」に基づくもので、全上
場会社等に調査票を送付し、その回答を取り纏
めたものである。企業からの回答内容は、定評
のあるCSR企業総覧という形で幅広くかつ詳細
に開示されることから、企業も真摯に回答する
と考えられ、企業の対応（企業の認識）を把握
するのに適切なものであると言える。

４．３　説明変数
本稿では、ステークホルダー・エンゲージ

メント実施の代理変数として、東洋経済から
の質問に対して、①ステークホルダー・エン
ゲージメントの開催、②ステークホルダー・エ
ンゲージメントの内容をCSRレポートで報告、
の両方に対応していると回答した企業（有＝１
のダミー変数）を用いる。これは、ステークホ
ルダー・エンゲージメントを開催し、その内容
を外部に報告している企業は、ステークホル
ダー・エンゲージメントに真摯に取り組んでい
ると考えられるからである（注２）。ステークホル
ダー・エンゲージメント実施企業は、サンプル
全体の23.4％となる。

４．４　コントロール変数
人権問題への取り組み、環境問題への取り

組みに影響を与える変数として、総資産の対数
値（企業規模）、株主資本利益率の３年平均（収
益性）、社外取締役比率、及び業種（資源・化
学、繊維製品）を用いる（注３）。これらをコント
ロール変数として用いる理由につき、以下説明
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り組みに業種（資源・化学、繊維製品）が影
響を及ぼす可能性があるので、これをコント
ロール変数とする。本稿では、人権・環境問題
を特に悪化させる可能性が高い業種として、資
源・化学、繊維製品を取り上げているが、これ
ら以外の業種の影響を考慮することについて
は、今後の課題と考える。

５．実証研究の結果
ステークホルダー・エンゲージメントの実

施が、企業の人権問題や環境問題への取り組み
に影響を与えているか、についての分析結果
は、表４に示される通りである（注４）。分析モデ
ルとして、企業規模（総資産の対数値）、財務
基盤（株主資本利益率の３年平均）、ガバナン
ス（社外取締役比率）及び業種（資源・化学、
繊維製品）をコントロールした上で、ステーク
ホルダー・エンゲージメント実施企業と、人権
問題又は環境問題に積極的に取り組んでいる企
業の関係を分析した。

まず人権問題への取り組みについては、ス

また繊維製品を製造する企業も、人権・環
境問題を悪化させる可能性が高い業務に従事し
ている。例えばナイキの製品を作る東南アジア
の工場での児童労働の問題はかつて厳しく非難
され、また比較的最近の事案では、バングラデ
シュのダッカ近郊ビル（ラナ・プラザ）崩落事
故で、多くのブランド企業が非難を浴び、業界
としての対策が取られるに至った（櫻井・林：
2018）。さらに、服の素材の綿を栽培するため
に多くの農薬が使われ、染色のために多くの水
が使われ、加えて必要以上の服が生産されるこ
とによる大量破棄の問題等に関して、環境への
悪影響が指摘されている。市民社会等からの監
視に対応してこれらの問題に対処するため、繊
維製品の企業は、人権・環境問題に積極的に取
り組むと考えられる。

一方で、日本企業は従前より全業種で環境
問題に積極的に対応していること、海外進出先
でそれほど大きな人権問題を起こしていないこ
とから、業種による特段の差異はないとも考え
られる。いずれにしても人権・環境問題への取

表４　推定結果

説明変数・ 略称 HRWH（人権） ECO（環境）
コントロール変数 係数 ｚ値 係数 ｚ値

エンゲージメントの有無 SHE 0.358 10.20 *** 0.164 6.24 ***
総資産の対数値 LNASS 0.053 8.50 *** 0.059 9.81 ***
株主資本利益率（3 年平均） ROE3 ‒0.001 ‒0.67 0.001 0.66
社外取締役比率 ODR 0.002 2.43 ** ‒0.001 ‒1.61
業種 1：資源・化学 IND1 0.066 2.12 ** 0.018 0.86
業種 2：繊維製品 IND2 0.053 0.84 ‒0.016 ‒0.33
定数項 C ‒11.87 *** ‒12.21 ***

サンプル数 1,096 1,096
対数尤度 ‒414.7 ‒354.8
擬似決定係数 0.347 0.319
的中率 0.847 0.848

（注１）係数は各変数に対応する限界効果の平均値を表す。
（注２）***、** は、それぞれ１％、５％水準で有意なことを表す。
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るためと考えられる。人権問題への取り組みに
業種２（繊維製品）の影響がみられないのは、
日本においては、一部の例外を除いて、まだ市
民社会からブランド企業に対する改善圧力がそ
れほど強くないからであると考えられる。ただ
し、これらは世界的な人権・環境問題に対す
る意識の高まりが日本にもたらす影響によっ
て、今後大きく変化する可能性がある。人権・
環境問題への取り組みに関する業種の影響につ
いての更なる検討については、今後の課題と考
える。

６．おわりに
本稿では、ステークホルダー・エンゲージ

メントが、実際に、企業の人権や環境問題への
取り組みに影響を与えたのか、について検討す
る観点から、企業規模（総資産の対数値）、財
務基盤（株主資本利益率の３年平均）、ガバナ
ンス（社外取締役比率）及び業種（資源・化学、
繊維製品）をコントロールしたうえで、ステー
クホルダー・エンゲージメント実施企業と、人
権問題又は環境問題に積極的に取り組んでいる
企業との関係を分析した。実証結果は、ステー
クホルダー・エンゲージメントを実施している
企業ほど、人権問題に配慮した対応を行う傾向
がある（仮説１）、環境問題に配慮した対応を
行う傾向がある（仮説２）、という仮説と整合
的であった。

またこの他にも、企業規模が大きく、社外
取締役比率が高く、資源・化学の業種に属する
企業ほど、人権問題に配慮した対応を行う傾向
があること、企業規模が大きい企業ほど、環境
問題に配慮した対応を行う傾向があることが示
された。

本稿の分析は、クロスセクションデータを
用いて、一時点の企業の人権対応、環境対応を
説明するものに過ぎない。外国人労働者の増

テークホルダー・エンゲージメント実施の有
無、総資産の対数値、社外取締役比率、業種１

（資源・化学）の係数が有意に正であった。こ
れは、「ステークホルダー・エンゲージメント
を実施している企業ほど、人権問題に配慮した
対応を行う傾向がある」という仮説１と整合的
である。また企業規模が大きく、社外取締役比
率が高く、資源・化学の業種の企業の方が、人
権対応に積極的であることが示された。

つぎに環境対応への取り組みについては、
ステークホルダー・エンゲージメント実施の有
無、総資産の対数値の係数が有意に正であっ
た。これは、「ステークホルダー・エンゲージ
メントを実施している企業ほど、環境問題に配
慮した対応を行う傾向がある」という仮説２と
整合的である。また企業規模が大きい企業の方
が、環境対応に積極的であることが示された。

人権問題への取り組み、環境問題への取り
組みとも、収益性の影響は見られなかった。こ
れは、収益性が高いから、または低いからと
いって、企業が必ずしも人権問題・環境問題に
積極的に取り組むわけではないことを示してい
る。社外取締役比率については、人権問題への
取り組みとの間で有意な正の関係が示された
が、環境問題への取り組みとの間では有意な関
係が示されなかった。これは、人権問題は比較
的常識的な知識の範囲で対応可能であり、社外
取締役の知見が生かされる余地が大きいが、環
境問題は判断・助言に専門的な知識が必要とさ
れ、社外取締役が必ずしも十分に役割を果たせ
ないことが要因と考えられる。

業種に関しては、業種１（資源・化学）と人
権問題への取り組みとの間で正の有意な関係が
示されたが、それ以外では有意な関係は示され
なかった。環境問題への取り組みに業種の影響
がみられないのは、日本においてはすべての産
業で等しく、従前から環境問題に取り組んでい
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ゲージメントの開催」については、「主
にステークホルダーとの双方向の意見交
換会などの開催の有無についてお聞きし
ています。会議やワークショップ、討論
会などステークホルダーとの直接対話を
行うことを想定していますが、双方向の
コミュニケーションとお考えになってい
る取り組みであれば、電子メールでのや
り取りなど幅広い内容を含めていただい
て結構です」としている。また「ステー
クホルダー・エンゲージメントの内容
を…CSR…レポートで報告」は、「上記の
コミュニケーション活動などを含めたス
テークホルダーとの対話の内容やそれを
もとにして企業活動に反映させていく過
程などを外部に報告しているかどうかに
ついてご記入ください。報告レベルは特
に問いません。CSR…レポートや…Web…以
外でも結構です」としている。

（３）… …その他の変数が企業の人権問題・環境問
題への対応にどのような影響を与えるか
についての更なる研究は、今後の課題と
考える。

（４）… …本分析モデル全体としてみると、疑似決
定係数が0.347（人権）と0.319（環境）、
的中率が0.847（人権）と0.848（環境）
となっているなど、当てはまり度合いが
相応の水準にあると言える。
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ABSTRACT
In…2011,… the…concept…of…CSV…（Creating…Shared…Value）…was…proposed…by…Michael…E.…
Porter.…Some…reseaches…mentioned…that…it’s…increasing…a…company…which…is…doing…CSR/
CSV…activities… by… collaborating…with… other… company,…NPO…and… government… etc… to…
resolve… social…problems.…On… the…other…hand,…many…of…previous… researches…mentioned…
that…success…rate…of…alliance…is…low.…Is…that…the…same…situation…happened…under…the…CSV…
alliance…circumstance?…This…article…has…the…goal…to…consider…about…importance…of…alliance…
for…satisfying…both…of…creating…economic…value…and…solving…social…problem,…and…propose…
how… to… realize… sustainable…alliance.…This…article…explores…a…hypothesis…using…alliance…
case… study…by…CSV…companies…with… the…Resaerch…Question…as… “What… factor…brings…
substantivelity…to…CSV…alliance?”

キーワード
アライアンス、CSV、異種セクター、サステナビリティ

ている点が挙げられ、SDGs達成に向けた企業
の行動指針となるSDG…Compass（2016）によ
ると、SDGsへの取り組みを通じて企業は新た
な事業成長の機会を見出し、リスクを下げる
事ができるとしている。このような流れから、
企業が社会的課題解決を通し、新たな経済的
価値を創造する機運が高まっている。そして、
その実現にあたり、「社会的課題の多様化や、
複雑化に伴い、企業が単独で社会的課題に取
り組むことの困難性も顕在化している」「この
ような状況において、自社単独ではなく他の

１．はじめに
１．１．本稿の目的と基本主張

2011年、Porter等は、「企業は、社会のニー
ズや問題に取り組むことで社会的価値を創造
し、その結果、経済的価値が創造されるとい
うアプローチ」（Porter：2011,…p.64）とする、
CSV（Creating…Shared…Value）の概念を提唱し
た。また、2015年９月に国連サミットで採択
されたSDGs（Sustainable…Development…Goals）
の最も重要な特徴として、企業が果たし得
る、あるいは果たすべき主要な役割を認識し

CSVアライアンス発展プロセスモデルの構築
―  CSV企業と異種セクター間におけるアライアンス事例研究  ―

Enhancement…of…CSV…Alliance…Development…Model
－Research…on…Alliance…Case…Study…between…CSV…Companies…and…Heterogenous…Sectors－
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企業・NPO・行政等の多様なセクターの組織
と協力して社会的課題に取り組む企業も見られ
る」（大倉：2012,…p.1）といった指摘があるよ
うに、企業がCSVを遂行するにあたり、複数
の企業やNPO、大学、行政等の組織と協働す
る傾向、すなわちCSVアライアンス（※定義は
第１節１．２参照）を形成する傾向にある。

一方、そもそもアライアンスが成功する確率は
高くはない、と指摘する先行研究が散見される

（Harrigan：1988,…Ernst…and…Bamford：2005）。
しかし、アライアンスの先行研究の中には、良
い財務結果と戦略的達成度はアライアンスの終
了とは紐づかず、逆に安定と長期的アライアン
スを導く（Shenkar…and…Reuer：2006）といっ
た指摘や、アライアンスの成功とアライアンス
期間は相関関係がある（Chi…and…Soldi：2011）
とするものがあり、「アライアンスの持続性」
が「アライアンスの成功」や「良い財務結果」
を表す一つの指標になる可能性がある事が示唆
される。また、2030年という長期の時間軸で
自社の事業と関連性の高いゴールを見据え、社
会の要請に対応したうえで事業活動へ取り組む
SDGsはCSVそのものであり、企業価値が持続
的に向上することは、結果的に投資家にとって
の長期的なリターン獲得につながる（モニター
デロイト：2018）といった指摘があるように、
長期の時間軸でCSVに取り組み、企業価値が
持続的に向上する事は、SDGsやESG投資を考
える上でも大切なポイントである。これらの事
からも、CSVアライアンスの持続性を考える事
は、企業にとって無視できない重要事項になり
つつある事が示唆される。

本稿の目的は、CSVアライアンスを持続さ
せる方法を見つけ出すことである。Research…
Questionを“CSVアライアンスに持続性をもた
らす要因”とし、CSV企業によるCSVアライア
ンス事例の比較分析を通し、本稿のResearch…

Questionに対する理論構築を行っていく。

１．２．用語の定義
本稿では、アライアンスの定義を「複数の

独立した企業が、製品や技術の開発もしくは提
供を目的として経営資源を交換・分担する自主
的な枠組み」（安田：2015,…p.16）とし、提携、
協働、パートナーシップといった複数の呼称を

「アライアンス」で統一する。また、「CSVア
ライアンス」については「企業、NPO、大学、
行政等の組織が協働し、社会的課題の解決を図
りながら、同時に経済的価値を創出し、自らの
競争力を高めていくことを目的とする枠組み」
と定義する。CSV企業の定義としては、「本業
を通じ社会的課題の解決に取り組む事で社会や
市場に影響力をもたらし、同時に経済的価値を
創出し継続的な成長を志向する企業」とする。

１．３．研究の方法と構成
本稿では、CSVアライアンスを持続させる

方法を見つけ出すことを目的とするが、この種
の実証研究はほとんど行われておらず、どのよ
うなメカニズムになっているか明らかになって
いない。いくつかの先行研究において、このよ
うな状況下では既存の文献や実証的な証拠に依
存しないので、ケース・スタディによる理論
構築が特に適していると指摘されているよう
に（Eisenhardt：1989,…佐藤：2009）、本稿では
ケース・スタディ、すなわち事例研究により、
理論構築を進めて行く事とする。尚、本稿で
は、「CSVアライアンス」、すなわち企業と異
種セクター間におけるCSVアライアンス事例
を研究対象とする。

本稿の構成は以下の通りである。まず、第２
節で先行研究レビューを行い、アライアンス発
展プロセスやCSVアライアンスの研究に関し
て主要な論点を確認する。第３節では、CSVア
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ライアンスパフォーマンス評価表を提示し、続
く第４節では、CSV企業二社の異種セクター間
とのCSVアライアンス事例を取り上げ、第５
節では、CSVアライアンスパフォーマンス評価
表を用いた２つの事例の比較分析を通じ、要因
分析・考察を行う。その分析結果を基に、本稿
のResearch…Questionである“CSVアライアンス
に持続性をもたらす要因”について仮説を提示
し、第６節で結論と今後の課題を示していく。

２．先行研究のレビュー
アライアンスの発展プロセスとCSVアライ

アンスに関する先行研究のレビューを通じ、そ
れぞれの主要な論点と課題を整理する。

２．１．アライアンスの発展プロセス
Das…and…Teng（2002）は、アライアンスの

先行研究を集め、アライアンスパートナーの特
定、アライアンスの設定を行う「形成段階」、
合意事項を実施する「実行段階」、アライアン
スの評価、再構成、中止を決定する「評価段
階」の三段階に整理し、「アライアンスの発展
プロセス」を表した（1）。また、大倉（2014）は、
CSVアライアンスのマネジメントに対する新
たな視点として、このアライアンス発展プロセ
スに基づいて３つの段階でCSVアライアンス
を整理する事で、包括的な考察が実現できる可
能性について言及している。

図１：アライアンスの発展プロセス

１．形成段階 ２.実行段階 ３．評価段階
・パートナーの選択
・交渉、調整
・アライアンスの成立

・成長
・修正
・終了

・安定化
・修正
・拒否　・終了

　　　　…出典：Das,…T.K.,…&…Teng,…B.,（2002）,…“Figure…1.…Alliance…conditions…and…alliance…development”…in…
“The…Dynamic…of…Alliance…Conditions…in…the…Alliance…Development…Process”…p.728,…p.731,…pp.735-
738を基に筆者作成

２．２．CSVアライアンスに関する研究
これまでアライアンスの先行研究において、ア

ライアンスは企業間で行われるもの（松行：2000,…
安田：2015）、と定義される傾向にあり、異種セ
クター間で構成される形式がCSVアライアン
スの特徴の一つと言える。企業間アライアン
スの重要度は益々高まっているが、Ernst…and…
Bamford（2005）は、アライアンスが成功する
確率はせいぜい50%程度であるとし、Harrigan…

（1988）も、アライアンスの成功率は低いと報
告している。低い成功率にも関わらず、今日の
グローバルな環境においてアライアンスが必要
とされる理由として、企業は独力では持続的な
競争優位を獲得するための資源が不足してい
る事等が挙げられている（Brouthers,…Brouthers…
and…Wilkinson：1995）。また、佐々木（2011）
が、関係する組織間が経済的インセンティブだ
けの関係でもなく、単なる「仲良し関係」でも
ない関係をどのように創りあげていくかが非常
に重要なテーマになる、と複数のセクター間で
行われるソーシャル・ビジネスは不安定である
事を指摘しているように、通常のアライアンス
同様、CSVアライアンスも難易度が高い事が通
説となっている。

CSVアライアンスの形成段階に言及する研
究 と し て、1997年、Hartman…and…Staffordが…
“Green…alliances”の中で、企業は競争優位を獲
得するために環境団体とアライアンスを形成
すると指摘している。その後、2000年に入り
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そして、アライアンスマネージャーが、CSVア
ライアンスを成功に導くために、いかなる役割
を果たしているのかほとんど研究が行われてい
ない（Jamali…et…al：…2011）等、CSVアライア
ンスの「実行段階」における研究の蓄積が求め
られている状況にある。さらに、CSVアライ
アンスのパフォーマンスを評価し、要因分析を
行い、企業のCSV活動と連動させていく方法
が確立されているとは言えない状況にあり、今
後、CSVアライアンスの「実行」、「評価」段階
における研究の蓄積により、これら課題が克服
されていく事が期待される。

３．�CSVアライアンスのパフォーマンスに
関する要因分析方法

先行研究レビューにおいて課題の一つとし
て示した通り、CSVアライアンスのパフォーマ
ンスを評価し、要因分析を行い、企業のCSV
活動と連動させていく方法が確立されていると
は言えない状況にある。このことからも、本節
においてCSVアライアンスパフォーマンス評
価表を提示し、要因分析方法の構築を試みる事
とする。①経済評価、②サステナビリティ評
価、③アライアンス評価、の三段階に分けて評
価項目を設定し、CSVアライアンスのパフォー
マンス評価表を作成する。

①経済評価、②サステナビリティ評価に関
しては、世界共通の枠組みであるGRI…Standard
を用いる。GRI（Global…Reporting… Initiative）
は、サステナビリティに関する国際基準の策定
を使命とする非営利団体であり、2000年にサ
ステナビリティ報告書のガイドライン第１版が
発行され、その後も改訂を重ねてきた（国際開
発センター）。2014年に欧州議会で承認された
EU会社法改正案による非財務情報開示（NFR）
指令やESG投資のメインストリーム化の動向
を受け、2016年10月に世界初のサステナビリ

Googins…and…Rochlinは、社会的課題の解決主体
としての政府の役割が低下してきたことや、社
会的課題の複雑化によって単独のセクターの組
織では十分な解決策を講じることができないと
いうマクロ的要因が、CSVアライアンス形成
を加速させたと言及し、また、Austin（1999）
は、社会的課題の複雑化や政府の役割の低下を
始めとするマクロ的要因と、アライアンスを通
じた競争優位の獲得というミクロ的要因の両者
を、CSVアライアンスが形成される理由である
と述べている。

塚本等（2008）は、CSVアライアンスにつ
いて、営利活動と社会的ミッションそれぞれに
影響し、互いに相手に利益をもたらすような非
営利組織と営利組織の間のあらゆる協定である
と位置付けており、佐々木等（2009）は、企
業、NPO、地方自治体という３つのセクター
から構成された…“クロスセクター・コラボレー
ション”…の概念を用い、相互に足りないものを
補完するという補完関係だけに終わらず、さら
にNPOが企業の健全な発展を促進し、企業の
健全性がNPOの成長や発展を促進するといっ
たダイナミックな関係を分析する事が必要であ
る、と主張している。また、Kania…et…al.（2011）
は、立場の異なる組織（行政、企業、NPO、
財団、有志団体など）が、組織の壁を越えてお
互いの強みを出し合い、社会的課題の解決を目
指すアプローチである…“Collective… Impact”…と
いった概念を提唱している。

このように、CSVアライアンスの重要性が
高まる傾向にあるものの、これまでの先行研究
は形成段階に留まり、CSVアライアンスが発展
していくダイナミックなプロセスをあまり考慮
していない事（大倉：2014,…佐々木：2009）や、
CSVアライアンスの管理運営に携わる「アライ
アンスマネージャー」というヒトの役割に注目
する研究が少ない点への指摘（大倉：2014）、
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売上、マーケットシェアとし、プロジェクト
単位、すなわちCSVアライアンス内容をその
評価対象とする。②では、「環境」「社会」の
２項目を使用し、同じくCSVアライアンス内
容を評価する。③のアライアンス評価におい
ては、「アライアンス専任要員有無」、「マネジ
メント」、「ステークホルダー・エンゲージメ
ント」の３項目を設定する。うち「マネジメ
ント」項目においては、先述のSDG…Compass
の中で、パートナーが目指すべき７つのポイ
ントとして記された「共通の目標の設定」、「そ

ティ報告書の新たな基準としてGRI…Standardが
発表された。これにより、今までの手引きとし
ての意味合いであったガイドラインから、政府
や企業が依拠することができるスタンダード
としてソフトローの役割を果たす位置付けと
なった（サステナビリティ日本フォーラム）。
本稿においても、グローバルスタンダードで統
一された見解に基づき、CSVアライアンスパ
フォーマンスを評価する上で、GRI…Standardを
用いる事とする。具体的には、①では「創出し
た直接的経済価値」項目を用い、その内訳を

表１：CSVアライアンスパフォーマンス評価表（簡易版）
経済評価 内訳
創出した直接的経済価値 売上、マーケットシェア
サステナビリティ評価 内訳
環境 原材料

エネルギー
水
生物多様性
大気への排出
排水及び廃棄物
環境コンプライアンス
サプライヤーの環境面のアセスメント

社会 雇用　
労使関係
労働安全衛生
研修と教育
ダイバーシティと機会均等
非差別
結社の自由と団体交渉　
児童労働　
強制労働
保安慣行
先住民族の権利
人権アセスメント
地域コミュニティ
サプライヤーの社会面のアセスメント
公共政策
顧客の安全衛生
マーケティングとラベリング
顧客プライバシー
社会経済面のコンプライアンス

アライアンス評価 内訳
アライアンス専任要員 専任要員の有無
マネジメント 共通の目標の設定　

それぞれのコア・コンピタンスの活用
プロジェクトにおける政治的色彩の除去
明確なガバナンス体制の整備
単一のモニタリング体制の構築
影響の重視
今後の資源需要の予測およびナレッジ・マネジメント手法の確立

ステークホルダー・エンゲージメント 地域コミュニティとの対話
出典：GRI…Standard…（日本語版）（2017）,…SDG…Compass（2016）,…石田（近刊）を参考に筆者作成
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れぞれのコア・コンピタンスの活用」、「プロ
ジェクトにおける政治的色彩の除去」、「明確な
ガバナンス体制の整備」、「単一のモニタリング
体制の構築」、「影響の重視」、「今後の資源需
要の予測およびナレッジ・マネジメント手法
の確立」を用い、CSVアライアンス内容を評
価する。「アライアンス専任要員有無」を評価
項目に入れた理由は、先行研究において、ア
ライアンスをもっともうまく活用している企
業では、そのマネジメントを特定のマネージャー
に任せている（Yoshino…and…Rangan,1995）と指
摘がなされている事からである。また、「ステー
クホルダー・エンゲージメント」に関しては、谷本
（2006）が、「企業がステークホルダーと建設的
な対話を行い、そこでの議論や提案を受けて、
経営活動に反映させていく事」（p.…169）と定
義し、「ステークホルダー・エンゲージメント」
が組織のアカウンタビリティを高める、さらに
企業、ステークホルダー、そして社会全体が持
続可能な発展に貢献する活動である、と位置付
けている事から評価項目に入れる事とする。

このように、ビジネスのグローバル展開が
進む中、世界共通の枠組みであるGRI…Standard
やSDG…Compassを用いて評価表を作成する事
で、グローバルスタンダードで統一された見解
に基づき、CSVアライアンスパフォーマンス評
価の実施が可能になる事が期待される。

４．�CSV企業の異種セクター間におけ
るアライアンス事例

本節における事例選定にあたっては、第１
節１．３「研究の方法と構成」で記した通り、
CSV企業二社のCSVアライアンス事例を取り
上げる。本稿では、CSV企業としてラッシュ
グループとマイクロソフトコーポレーションを
選択する。ラッシュグループを選択した理由
は、第一に本業を通じ社会的課題の解決に取り

組む事で、社会や市場に影響力をもたらしてい
る点である。ラッシュグループは、化粧品の製
造・販売会社として、プラスチック容器を使用
しない等、社会的課題に配慮した自社製品の販
売を通じ、社会的課題解決に対する顧客の関心
を高める取り組みを行っている。取り組み例と
して、ボディークリーム「チャリティポット」
は、消費税を除く売上金額の全額が社会的課題
の解決に従事する団体に寄付される商品であ
り、ラッシュグループで行われた寄付金額の合
計は、2017年度だけで￡11,763,000にも上る。
第二に、これまでの売上高推移からも、経済的
価値を創出し継続的な成長を志向する企業と言
える点である。マイクトソフトコーポレーショ
ンにおいても、ICTによって子どもたちの可能
性を引き出すべく、長年にわたり世界各国で教
育分野での活動を実施し、また、生産性向上と
エネルギー効率を向上させる「イノベーション
の推進役としてのIT」といったミッションを
持ち、環境的・社会的な影響に配慮して持続可
能な発展に貢献し、直近においてソフトウェア
からクラウドビジネスへの転換期を迎え一次的
な売上減があったものの、売上推移は着実に上
昇の傾向にあり、経済的価値を創出し継続的な
成長を志向する企業と言える。このように、
ラッシュグループとマイクロソフトコーポレー
ション共に、本稿で定義したCSV企業に該当
し、事実、両社ともに30年以上に渡りグロー
バル規模で事業を持続・展開する世界的な企業
である。本稿では、2017年６月末時点、全世
界の店舗数においてイギリスに次ぐ第二位を占
めるラッシュジャパン（※以降、ラッシュと表
す）と、国全体にCSVアライアンスの影響をも
たらしたマイクロソフトポルトガル（※以降、
マイクロソフトと表す）に関する事例を取り上
げる事とする。

ラッシュのインタビューにあたっては半構
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後、今日までに発表された各種資料やポルトガ
ルOEMメーカーからの回答等の追跡調査結果
も合わせて、CSVアライアンスパフォーマンス
評価表に基づき評価、分析を行い、該当項目を
ハイライトする。

４．１．�ラッシュとNGO「イヌワシプロジェク
ト」アライアンス事例

ラッシュとNGOによる「イヌワシプロジェ
クト」アライアンス事例を取り上げ、資料とイ
ンタビューに基づき、アライアンス「形成」、

「実行」段階に分類し、本事例を整理していく。
ラッシュは、イギリスに本社を置く化粧品

造化インタビュー方式（フリック：2011）を用
い、質問項目として、①アライアンスのきっか
けは？　②アライアンス専任者はいるのか？
誰がアライアンスをリードしているのか？ま
た、その役割は？　③このアライアンスを通じ
たビジネスへの影響はどれくらいか？　④社会
問題解決にどのように（どれくらい）貢献して
いるか？　⑤今後の課題は？　を設定し、イ
ンタビュー回答内容並びに各種資料をCSVア
ライアンスパフォーマンス評価表に基づき評
価、分析し、該当項目をハイライトし表す。ま
た、マイクロソフトの事例に関しては、2011
年に実施したヒアリング内容をベースに、その

図２：ラッシュグループ売上高推移（合弁会社売上含む）（2）単位：￡K

出典：…ラッシュグループ売上はラッシュジャパン提供（2019）、ラッシュジャ
パン売上はCompanies…Houseのレポートに基づき筆者作成

図３：マイクロソフトコーポレーション売上高推移（3）単位：＄B

出典：Statista（2019）
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2017年、ラッシュがNACS-Jとの対話を通じ、
赤谷の材や間伐材、伝統的なカスタネット作り
の工程で出る木屑等を使った紙作成により誕生
した「イヌワシペーパー」「カスタネットペー
パー」は、日本全国のラッシュ店舗で包装紙と
して2018年から販売され、同年香港、韓国でも
販売開始となった。これまで自然保護に繋がる
木材を原材料として用いる企業は無く、NACS-J
としても新たな示唆を得る形となった。

＜実行段階＞ラッシュは従来からステークホル
ダーとの丁寧な対話を心がけ、一方的なマーケ
ティング活動ではなく現地の人の幸せを第一に
考えたやり方を踏襲しており、今回も地域コ
ミュニティを始めとするステークホルダー達と
時間をかけた対話を行い、どのようにすれば地
域や環境問題に対し本業を通して解決すること
ができるか、を考えていった。「イヌワシペー
パー等」がラッシュ店舗で販売され、NACS-J
がリーチできなかった層にも自然保護の重要性
を訴求する事ができるようになり、NACS-Jの
目指すべき「絶滅危惧種とその生育地の保全」
といったテーマの実現を促進する形となった。
今回のアライアンスは、企業側もNGO側も互
いに新たな示唆を得る機会にもなり、思いを共
有できる部分も多い事から、今後も関係性を持
続させアライアンスのさらなる進展が期待され
る。事実、ラッシュはイヌワシの保全活動を行
う他パートナー企業から木材を調達し、店舗什
器に使用する等、アライアンスの持続性を確保
しながら、さらなる展開を進めている。

の製造・販売会社である。1980年代の創立当
初から動物実験に反対を表明し、動物実験を行
なわず、人間の肌で新製品の安全性を確認して
いった。ラッシュのビジネスコンセプト自体
が、「自分たちの製品を通じて、ハッピーでヘ
ルシーなライフスタイルを届け、社会をもっと
良くしたい」という願いに基づいており、製品
を売る事だけが目的ではなく、製品を通して多
くの人々に社会的課題の解決に興味を持っても
らい、考えてもらうという思いがある。容器の
リサイクル、プラスチック容器等を必要としな
い固形商品の開発を始め、原材料の購買を通し
て自然環境、コミュニティの再生までを目指
す独自の購買手法の実践を行う等、サプライ
チェーン全体に対しサステナビリィに対する強
い責任感と信念を持って取り組んでいる。

＜形成段階＞NGO「日本自然保護協会（NACS-J）
（※以降、NACS-Jと表す）」は、群馬県みなかみ
町北部の国有林「赤谷の森」を対象に、2004年
から地域住民で組織する「赤谷プロジェクト地
域協議会」、林野庁関東森林管理局と協働し、
生物多様性の復元と持続的な地域づくりを進め
ている。絶滅の危惧に瀕しているイヌワシが子
育てをすることができる豊かな森に戻すことを
目指し、拡大造林の時代に増やしすぎたスギ等
の人工林を自然の森に戻す等の活動を行ってい
る。イヌワシは森林生態系において食物連鎖の
頂点に立つ存在であり、イヌワシがいる森には
その餌となる下層の種も多く生息する豊かな生
態系があると考えられている事が背景にある。

表２：ラッシュとNGO「イヌワシプロジェクト」アライアンスの主な組織名と役割
組織名 組織内容

株式会社ラッシュジャパン 1998年設立。事業内容：自社ブランド（LUSH）化粧品の製造・販売・輸出入等。役割：
NACS-Jと連携し、持続的な地域作りに努め、間伐材を用い製品化を実現。

公益財団法人日本自然保護協会
（NACS-J）

1951年10月設立。事業内容：自然及びその保護に関する調査研究等。役割：ラッシュと連携
し、生物多様性復元と持続的な地域作りを実施。
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間の間に２人に１人の割合で配備する事を掲
げた（在日米国商工会議所、2009）。プロジェ
クトに使われたPCの製造はポルトガル国内
OEMメーカーによるもので、国のIT産業に対
する刺激に繋がっていった。マイクロソフトの

「“PTA”＝Partnerships… for…Technology…Access」
と呼ばれるチームが同社パブリック営業部門
とアカウントプランを協議、政府のPain…Point
を識別し、誰が論理的で推進力のあるステー
クホルダーであるかを見極めていった。この

「PTA」チームが中心となりコンソーシアムを
形成し、OEMメーカー、通信業者、NGO等ア
ライアンスパートナーとリレーションシップを
構築し、互いの課題や優先事項を理解し合うよ
う促進した上で、政府内におけるキーマンへの
アクセスを確保、コンソーシアムを通じてアプ
ローチを図っていった。政府が介在している事
で、アライアンスパートナーは信頼を持ってコ
ンソーシアムに参加する形となった。

＜実行段階＞アライアンス形成後、マイクロソ
フトが中心となり事例化する事でさらに他の
地域にも広め、結果として、2009年半ばまで
にポルトガル全土の約100万人の小中学校の児
童・生徒にPCを配布し、ポルトガル全域に渡
る大規模なPC普及活動として成功を収める事
ができた。

４．２．�マイクロソフトとポルトガル政府等「電
子スクール計画支援」CSVアライアン
ス事例

次に、マイクロソフトとポルトガル政府等
による電子スクール計画支援の事例を取り上
げ、各種資料やポルトガルのOEMメーカーか
らの回答に基づき、「形成」「実行」段階ごとに
事例を整理する

マイクロソフトの起源は、1975年、当時ハー
バード大学の学生であったビル・ゲイツとその
友人であるポール・アレンのパートナーシップ
に始まる。「地球上のすべての個人とすべての
組織が、より多くの事を達成できるようにす
る」を企業ミッションとし、積極的に社会貢献
活動を行っており、2015年12月には企業とし
て世界的な慈善活動への取り組みをさらに強化
するため社内新組織Microsoft…Philanthropiesを
設立している。

＜形成段階＞2005年当時、ポルトガルでは他
ヨーロッパ諸国と同様、経済が低迷、失業率が
悪化していた。当時、全ポルトガル世帯でイ
ンターネットにアクセスしていた数はわずか
31％であり、国内での雇用を確保する為にICT
教育と英語スキルが重要であると気付いた政府
が、2007年Digital…Agendaを開始した。その内
容として、当時PCの配備が僅か生徒５人に１
人の割合だったものを、2010年までの約３年

表３：マイクロソフト＆ポルトガル政府等「電子スクール計画支援」の主な組織名と役割
組織名 内容・役割

マイクロソフトポルトガル Microsoft…Corporationのポルトガル法人。従業員数：283名（2010年９月現在）。事業内
容：コンピュータソフトウェアおよび関連製品の営業・マーケティング。役割：本ア
ライアンスをリード。

ポルトガル政府 行政。役割：本アライアンスにおいて、異種セクター間の連携を促進する役割を担当。

インテルポルトガル Intel…Corporationのポルトガル法人。役割：アライアンスの一員として、プロジェクト
用にClassmate…PCと呼ばれるPCをデザイン。

JP…Sá…Couto ポルトガルのPCメーカー。役割：アライアンスの一員として、プロジェクト用PCを製
造・提供。
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きな関心と賛同を呼び、複数の異種セクターに
渡る本アライアンスは、ポルトガル全域に渡り
PCを普及させる事には成功したものの、アラ
イアンス全体におけるガバナンス不足や、実際
PCを使用する地域コミュニティの現状やニー
ズの把握が十分になされておらず、長期的目標…

（雇用確保、GDP向上等）を達成するまでアラ
イアンスが持続するには至らない結果となった

（石田、近刊）。

５．要因分析・考察
まず、「CSVアライアンスパフォーマンス評

価表（簡易版）」に基づき、それぞれの事例詳

しかし、その後、トレーニング不足で教
員がICTに慣れておらず、実際にPCを使用
して授業を行ったケースは僅かである（José…
Loureiro…et.al：2012）との報告や、多くのPC
が未使用のまま学校にある（Portatil…Magelhaes.
com：2013）といった情報、また、OEMメー
カーであるJP…Sá…Coutoのコンプライアンス違
反が浮上し、PCの供給がストップしてしまう
等、不安定な状況に陥り（algarvedailynews:…
2014）、2011年にプロジェクトは終了となった

（JP…Sá…Couto：2019）。終了は2011年のポルト
ガル政府の体制変更の影響による、といった意
見もあるが…（JP…Sá…Couto：2019）、全国から大

表４：CSVアライアンスパフォーマンス評価表（簡易版）に基づく事例詳述
経済評価 ラッシュ マイクロソフト

創出した直接的経済価値 新製品の開発・販売。新たな経済価値を生み出す事業と位置
付け。

ポルトガル全土の約100万人にWindows…PC
普及。

サステナビリィ評価 ラッシュ マイクロソフト

環境 環境的及び経済的付加価値を付けた間伐材を用い製品化した
「イヌワシペーパー」、「カスタネットペーパー」を使ったギ
フト商品の販売。

本アライアンス事例においては該当項目無
し。

社会 地域コミュニティと連携し、地域の課題解決を協働して行っ
ている。

ポルトガル全土の約100万人にWindows…PCを
普及させ、教育環境構築の第一歩を実現した。

アライアンス評価 ラッシュジャパン マイクロソフト

アライアンス専任要員 専任要員は無く、購買チームを中心に活動。 専任要員有。

マネジメント ・…環境保護、地域コミュニティ貢献という共通の目標を設
定。

・…従業員教育により一人一人にサステナビリィについての信
念が浸透し、誰もがラッシュとしての思いを自分の言葉で
語ることが可能。

・…積極的なフィードバックを推奨し、半期に一度匿名で360
度評価を実施。

・…トップダウンで方針が下ろされるのではなく、従業員一人
一人がサステナビリィ教育を受け、オーナーシップを持ち
取り組んでいる。

・……定期的にNGO等と状況確認を行い、持続性を確保しなが
ら、さらなる展開を進めている。

・…顧客に対面する店長を頂点とする反ピラミッド型組織体制
により、サステナビリティについてオーナーシップを持
ち、積極的に取り組んでいく姿勢を促進させている。

・…ICT教育と英語スキル向上という共通の目
標を設定。

・…アライアンスを推進する専任組織「PTA」
チームが中心となりコンソーシアムを形成。

・…アカウントプラン協議、政府のPain…Pointを
識別、ステークホルダーの見極めを実行。

・…アライアンス全体におけるガバナンスの問
題浮上。

ステークホルダー・
エンゲージメント

・…一方的なマーケティング活動ではなく現地の人の幸せを第
一に考えたやり方を踏襲しており、ステークホルダーと時
間をかけた対話を実施。

・…NGO、地域コミュニティとの草の根の対話を通じ、エン
ゲージメント強化に取り組む。

サービスを提供する地域コミュニティとの直
接対話を通じ、深く状況把握に努めたとは言
い難い。

出典：筆者作成
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述について整理し、次に、各事例の該当項目を
ハイライトして表し、比較を行う。

表５：CSVアライアンスパフォーマンス評価表（簡易版）に基づく比較
経済評価 内訳 ラッシュ マイクロソフト

創出した直接的経済価値 売上、マーケットシェア

サステナビリティ評価 内訳 ラッシュ マイクロソフト

環境 原材料

エネルギー

水

生物多様性

大気への排出

排水及び廃棄物

環境コンプライアンス

サプライヤーの環境面のアセスメント

社会 雇用　

労使関係

労働安全衛生

研修と教育

ダイバーシティと機会均等

非差別

結社の自由と団体交渉　

児童労働　

強制労働

保安慣行

先住民族の権利

人権アセスメント

地域コミュニティ

サプライヤーの社会面のアセスメント

公共政策

顧客の安全衛生

マーケティングとラベリング

顧客プライバシー

社会経済面のコンプライアンス

アライアンス評価 内訳 ラッシュ マイクロソフト

アライアンス専任要員 専任要員の有無 無 有

マネジメント 共通の目標の設定　

それぞれのコア・コンピタンスの活用

プロジェクトにおける政治的色彩の除去

明確なガバナンス体制の整備

単一のモニタリング体制の構築

影響の重視

今後の資源需要の予測およびナレッジ・マネジ
メント手法の確立

ステークホルダー・エンゲージメント 地域コミュニティとの対話

出典：筆者作成
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ても、経済評価とサステナビリティ評価両方が
ハイライトされた。一方、活用されていない
多くのPCの存在や、OEMメーカーのコンプラ
イアンス違反等、「明確なガバナンス体制の整
備」や「ステークホルダー・エンゲージメント」
に問題があった事からアライアンス評価の該当
項目がハイライトされない結果となった。

これらを通じ、「明確なガバナンス体制の整
備」や「地域コミュニティとの対話」が、CSV
アライアンスの持続性に影響を与える要因であ
る、といった点が仮説として挙げられる。

Das…and…Teng（2002）の「アライアンスの発
展プロセス」で言及されている、「形成」「実行」

「評価」段階に「持続」段階を追加し、事例分
析結果で得た仮説を含めた「CSVアライアンス
発展プロセスモデル」を表し、CSVアライアン
スを持続可能なものとする要因を提示する。

以上の「CSVアライアンスパフォーマンス評
価表（簡易版）」を用いた分析結果を整理する。
まず、ラッシュ事例から、①経済評価とサステ
ナビリティ評価両方の創出を達成している、②
アライアンス評価の「明確なガバナンス体制の
整備」を始め「マネジメント」項目全てに該当
し、CSVアライアンス全体で統制が取れてい
る、③サービスを展開している地域コミュニ
ティとの直接対話が行われている、という仮説
が導き出された。大きな売上を生み出すまでに
は至ってはいないものの、ラッシュジャパンと
して新たな経済価値を生み出す事業と位置付け
ており、長期的なCSVアライアンス活動を通
じ、今後も大きく発展する事が期待されてい
る。

次に、マイクロソフト事例との比較を通
じ、考察を行う。マイクロソフトの事例におい

図４：�CSVアライアンス発展プロセスモデル

出典：筆者作成
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る。外部監査組織等、盤石なガバナンス体制を
持つ企業として、持続性を持ってCSVを実現
していく上で、個々のアライアンスにおけるガ
バナンスについてもその強化が求められる。

本稿は一部のCSVアライアンス事例分析に
留まる形であるが、他CSVアライアンス事例
においても同様の事が言えるのか、今後検証を
進めて行く。また、CSVアライアンスが発展し
ていくプロセスにおける「アライアンスマネー
ジャー」の役割の変化についても、今後の課題
として研究を進める。

【謝辞】
　インタビューにご協力いただいた株式会社
ラッシュジャパン　丸田　千果氏、種村　香奈
美氏、細野　隆氏、小谷野　聖枝氏、公益財団
法人日本自然保護協会　三好　紀子氏に感謝申
し上げます。

【注釈】
（１）… …Das…&…Teng（2002）は、どの段階も相

互依存の度合いやパートナー間の軋轢と
いった「アライアンスコンディション」
の影響を受けるとしている。

（２）… …ラッシュジャパンの2013年度以前の売
上高データは入手困難の為、2014-2018
年度のデータのみを用いた。また、2017
年度は大型店舗設立等の影響があり、
ラッシュグループとして過去最大の売上
高となっている。

（３）… …マイクロソフトポルトガルの売上高デー
タは入手困難の為、マイクロソフトコー
ポレーションのデータのみを用いた。

６．結論と今後の課題
本稿では、「CSVアライアンスパフォーマン

ス評価表（簡易版）」を提示し、２つのCSV企
業のCSVアライアンス事例評価を行った。ま
た、導き出された仮説を基に、「CSVアライア
ンス発展プロセスモデル」を表し、CSVアラ
イアンスを持続可能なものとする要因も提示し
た。

多くの先行研究において成功する確率は高
くないと言われるアライアンスではあるが、共
有できる信念を持つ二つの組織が共通の目標を
掲げ、社会的価値と経済的価値両者の創造を試
みるCSVの要素は、持続性に好影響をもたら
す事が考え得る。中でも、従業員への徹底した
サステナビリティ教育や、アライアンスパート
ナーとの定期的な状況確認等、ラッシュは「ガ
バナンス」強化に繋がる特筆事項が多く、その
在り方がステークホルダーの期待に応えられず
道半ばで決裂しがちであると言われるアライア
ンスを、持続可能にしていると言えるのではな
いだろうか。また、サービスを展開する地域コ
ミュニティと直接対話する事でニーズを把握
し、地域コミュニティから信頼を得て活動を進
めている点もアライアンスの結びつきを強固な
ものにしている事が示唆される。

一方、マイクロソフトの事例に関しては、
社会的価値と経済的価値の両者を創造したもの
の、「ガバナンス」や「ステークホルダー・エ
ンゲージメント」の在り方により、CSVアラ
イアンスを長期的目標達成まで持続させるに至
らなかったと言える。長期的目標を達成する為
にも、アライアンスに持続性が求められると言
え、そのためにも、アライアンス実行・持続段
階においてアライアンスパートナーとの間にお
ける「ガバナンス」や、地域コミュニティとの
エンゲージメントの在り方を考え、それらを評
価する仕組みを整備していく必要性が示唆され
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ABSTRACT
This…study…positions…the…characteristics…of…information…as…semi-public…goods,…and…argues…
on…the…concealment…of…negative…information.…For…that…purpose,…the…paper…points…out…the…
factors… that…often… leads… to…concealment…behaviors…of…negative… information,… including…
the…dual… inferiority… and… strong… irreversibility… to… information… sharing,… as…well… as… the…
characteristics…of… information…as… semi-public…goods.…The… reason…why… there…are…many…
concealment…behaviors…of…negative…information…in…society…is…because…the…diffusion…speed…
becomes…very… large… to…satisfy…non-rivalry…and…negative… information…generally…does…not…
satisfy…non-excludability.…It…is…a…result…to…be…caused…by…the…characteristics…of…information…
as… semi-public…goods,… i.e.…Taking…accounts…of… the…above…viewpoints,…we… suggest… the…
issues…of…how…to… instill…not… to…exclude…non-excludability…consciousness… for…companies…
and…public…institutions.
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解して捉える「情報の価値構造モデル」を提案
している。このモデルにおいて、前者の内容的
価値は、相手に情報を提供しても失われない価
値であり、後者の占有的価値は相手に提供する
と失われてしまう価値である。

一方で、山下・権・諸上（2014）は、負の
内容的価値を持つ情報の存在に注目し、これを

「ネガティブ情報」として位置づけた上で、正
の内容的価値を持つ情報（ポジティブ情報）と

１．はじめに
情報は、多くの場面でモノ（物質）とは異

なる性格を有している。モノを相手に提供（譲
渡）すれば、その価値がすべて相手に移転する
が、情報の場合、複写が容易である上に、提供
者自身の「記憶」にも残るため、一般にその価
値がすべて相手に移転するということはない。
こうした情報の性格に注目し、山下（2014）
は情報の価値を、内容的価値と占有的価値に分

情報占有から情報共有への「強い不可逆性」と
「半公共財」としての性格

On…“Strong…Irreversibility”…from…Information…Occupancy…to
Information…Sharing…and…the…Characteristics…as…“Semi-Public…Goods”
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同様に、その価値を内容的価値と占有的価値に
分解して捉える「ネガティブ情報の価値構造モ
デル」を提案している。このモデルによれば、
ネガティブ情報の所有者（行動主体A）がそれ
を占有している間は、正の占有的価値によって
負の内容的価値が相殺されるため、情報の価値
がゼロに保たれる（負の内容的価値が顕在化し
ない）が、その情報を相手（行動主体B）が知
ると占有的価値が失われるため、負の内容的価
値が顕在化し、行動主体Aにとって情報の価値
が負になってしまうとされる。しかも、行動主
体Aにとって負の内容的価値が、行動主体Bに
とっては正の内容的価値へと置き換わるため、
行動主体Aは行動主体Bに対して「二重に劣位」

（山下：2015）の状況に追い込まれてしまうの
である。

近年の自動車メーカー各社の不正品質検査
問題やレオパレス施工不良問題、厚労省の不正
統計問題、森友学園・加計学園問題、自衛隊の
PKO活動日報問題等は全て、ネガティブ情報
の持つ負の内容的価値が顕在化することを恐れ
て隠蔽行動に走り、結果的に社会的信頼を失墜
させてしまった問題であろう。とりわけ、情報
はいったん占有から情報共有へと移行すると、
その「強い不可逆性」（山下：2019）により、
元の占有に戻ることができないため、どうして
もネガティブ情報を隠蔽しようとする行動が後
を絶たない。

一方で、鄭・折戸・山下（2005）によれば、
情報は公共財（Samuelson：1954）としての性
質のうち、「非競合性」を満足するが、「非排除
性」については必ずしも満足するわけではない
とされる。情報は、他者の消費量が自身の消費
量に影響を及ぼさないため「非競合性」を満足
するが、ライバル企業間の競争に象徴されるよ
うに、情報に敵対的・戦略的な圧力がかかるこ
とも多いため、必ずしも「非排除性」を満足す

るわけではないのである。
本研究では、こうした一連の「情報の価値」

に関する研究（山下：2014,…山下ら：…2015,…山
下：2019,…鄭・折戸・山下：2005）をふまえ、
まず上記のように「非競合性」を満足するが、

「非排除性」を満足するとは限らないという情
報の性格を「半公共財」（Semi-Public…Goods）
として位置づけ、情報が非排除性を満足しない
場合は、競争優位性の高いポジティブ情報と、
ネガティブ情報、とりわけ潜在的劣位性（山
下：2015）の高いネガティブ情報に多いとい
う研究視座を提示する。その上で、後者のネガ
ティブ情報において隠蔽行動に走ることが多く
なる要因として、山下（2017）の指摘する①
行動主体Aにとっての「二重の劣位性」（山下：
2015）と②情報占有から情報共有への「強い
不可逆性」（山下：2019）に加え、③情報の持
つ「半公共財」としての性格を指摘する。

すなわち、情報が半公共財であることによ
り、非競合性を満足するため、その拡散速度が
非常に大きくなり、かつネガティブ情報は一般
に非排除性を満足しないため、相手を敵対視し
て排除しようとすると考えるのである。以上の
ような本研究の議論により、「強い不可逆性」
と「二重に劣位」の状況に対する恐れが、逆に
データの組織的な改ざんや隠蔽工作を抑制する
統制機能を発揮するようにするためには（経営
倫理に基づく統制機能としての役割を果たすた
めには）、組織（企業・公共機関）やその構成
員に対して、情報の「非排除性を排除しない」
意識をいかに植え付けていくかが、社会で多発
する情報隠蔽問題の改善を図る際の制度的・文
化的課題となることを示唆する。
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２．�情報の「半公共財」としての性格
と情報所有の特殊性

一般に、公共財（public…goods）は下記のよ
うな性質を満足する（Samuelson：1954）。
（１）非競合性（non-rivalry）：供給量を一定
としたとき、他方の消費量が増加しても、それ
が他の消費量に影響を及ぼさない財の性質
（２）非排除性（non-excludability）：供給量を
一定としたとき、対価を払わない人の利用・消
費を妨げることができない財の性質

一方で、Arrow（1963）は、「公共財」の生
産主体が必ずしも公共部門（例えば、政府）と
は限らない点と、生産と消費の完全な分離を持
たない財の存在を指摘し、その典型例として知
識と情報をあげている。すなわち、知識と情報
をSamuelson（1954）のいう純粋公共財（pure…
public…goods）として位置付けているのである。
これに対して、Buchanan（1968）は、上記の公
共財の２大原則を部分的にしか満足しない財を非
純粋公共財（impure…public…goods）と呼んでいる。

ここで、情報の有する性質を考慮すれば、
情報所有や情報共有の問題は公共財の性質に似
通っていることがわかる。すなわち、情報は占
有の状態（情報の所有構造が「非対称」）か、
共有の状態（情報の所有構造が「対称」）かを
問わず、本質的に他方の利用量や消費量が一方
のそれに影響を及ぼさない（絶対量が減らない
という意味で）ため、上記の「非競合性」を常
に満足するのである。

しかしながら、個人間や組織間における複
雑な利害関係と、優位性の獲得競争から、「情
報の非排除性」を「排除」することにより、常
に情報の「非対称性」（情報の占有）を強化し
ようとする誘引が生じる場合が多い。すなわ
ち、情報の所有には敵対的、あるいは戦略的な
動機が介在し、必ずしも「非排除性」を満足す
るわけではないのである。

したがって、情報は明らかに「非競合性」を
満足するが、「非排除性」に対しては満足する場
合と、満足しない場合に分けられ、一般に前者
の場合よりも後者の場合が相対的に多いのであ
る。このように、情報は公共財の性質を部分的
にしか満足しないという点で、純粋公共財では
なく、「半公共財」として位置づけることがで
きる。すなわち、情報を純粋公共財として位置
付けたArrow（1963）の観点よりも、Buchanan

（1968）のいう「非純粋公共財」の方が、情報
の有する性質をより現実的に説明することがで
きるのである。そのため、本研究でいう上記の

「半公共財」は、Buchanan（1968）の「非純粋
公共財」の概念に相当することがわかる。

一方で、野口（1974）は情報の拡散（共有）
について、社会的限界費用がゼロになることを
指摘している。すなわち、情報は、無限に近い
複製可能性を有するとともに、複製によって
元の情報が破壊されないため、一度獲得すれ
ば、複製と伝達に必要な最小限のコストを除
き、社会全体としてはほぼゼロに近いコストで
無限に利用者を増やすことができるという特殊
性を有するのである。このような情報の特殊性
により、情報は容易に複製され、社会の中で拡
散していく。

また、Casson（2002）の「公共財の原則」
によれば、「情報は共有することができ、そし
て情報の発見を繰り返すことは費用がかかる
ので、あまり情報をもっていない人はより情報
をもった人から学ぶほうが有利である」とされ
る。したがって、放っておけば（特に価値の高
い）情報は占有から共有の方向へと向かい、情
報を占有するためには、何らかのエネルギー投
入が求められるのである。折戸・山下（2005）
は、こうした情報の有する特殊性が、モノの

「所有≒占有」とは異なる、情報の「所有≠占有」
という性格に起因する問題であるとした上で、
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一方で、もしポジティブ情報が行動主体Aか
ら行動主体Bへと流出してしまい、両者がこれ
を共有したとすれば、両者の優位・劣位の関係
も解消の方向に向かい、対等な関係（情報の対
称性）が形成される。そこで、行動主体Aが自
身の優位性の低下を回避すべく、情報遮断エネ
ルギーを投入したとすると、行動主体Bは情報
共有の状態を実現するため、何らかの「見返
り」（山下：2014）を提供しなければならない。
その際、行動主体Aが情報の占有的価値を維持
しようとすれば、ポジティブ情報の遮断コスト

（情報占有コストC）を負担する必要性が生じ
る。そこで、山下（2014）はこうした情報占
有コストCを考慮して、行動主体Bにとってポ
ジティブ情報を共有するための見返りの大きさ
ɡを（2）式のようにモデル化している。

ɡ≧ v2－C ＝b・v12－C 　　　（2）

（2）式は、行動主体Aに対してポジティブ
情報の占有的価値 v2を放棄させるためには、
内容的価値 v12に情報獲得願望係数 b を乗じた
価値から、情報占有コストC を差し引いた分
の「見返り」が相手に対して必要であることを
示している。また、山下（2014）は、相手に
対する行動主体Aの信頼度 t が大きければ大き
いほど、相対的に見返りɡが少なくても、「正
の非対称性」の状態にある行動主体Aが行動主
体Bにポジティブ情報を提供し、情報共有の状
態が実現されるであろうという考え方に基づ
き、上記の（2）式の不等式を（3）式の不等式へ
と置き換えている。

ɡ・t ≧ v2－C ＝b・v12－C 　　　（3）

情報の所有を（１）情報の占有、（２）情報の
限定共有、（３）情報の非限定共有といった３
つの構造に分類する枠組みを提示している。

以上のように、「半公共財」としての情報
は、その「非排除性」を排除しない限り、「非
競合性」と、野口（1974）の指摘する低い社
会的限界費用および、Casson（2002）の「公
共財の原則」により、純粋公共財的な性質を有
することになり、加速的に占有から共有の状態
に向かう。また、折戸・山下（2005）の指摘
する情報の所有構造は、情報の「非排除性」を
満足するか否かの問題に関わっている。こうし
た点で、情報所有や情報共有の問題を論じる
際、情報の「半公共財」的な性質、その中でも

「非排除性」が本質的な論点となることがわか
る。ただし、情報の「非排除性」を他者に対し
て満足させるか否かは、情報の種類（ポジティ
ブ情報かネガティブ情報か）とその価値にも密
接な関係があるため、これについては次節で山
下らの先行研究（山下：2014,…山下ら：…2014,…
山下：2015）を概説していくことにする。

３．�ポジティブ情報の価値構造
一般に、二者（行動主体Aと行動主体B）の

間に生じる「情報の非対称性」（Arkelof：1970）
により、正の非対称性の状態にある行動主体A
が優位、負の非対称性の状態にある行動主体B
が劣位という関係が形成される。そこで、山下

（2014）は、こうした「情報の非対称性」の状
態にある情報（ポジティブ情報）の価値Vを概
念的にモデル化すべく、（1）式のように内容的
価値 v1i（i ＝1：行動主体A、i ＝2：行動主体B）
と占有的価値 v2に分解して捉えている。

V ＝v11＋ v2＝v11＋b・v12　　　（1）
…　ただし、b：行動主体Bにとっての内容的価値v12

の情報獲得願望係数
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行動主体Aは占有的価値 n21を失うだけに止ま
らず、（5）式のように、自身にとって負の価値
N1（＝n11＜０）が行動主体Bにとっての正の
価値 N2（＝n12）へと変換され、「二重に劣位」
の状況を余儀なくされてしまうのである（山
下：2015）。

N2＝n12＞０　　　（5）

そこで、行動主体Aはネガティブ情報が流出
しないよう、情報遮断エネルギーを投入するこ
とにより、自身が劣位の立場に追い込まれる事
態を回避しようとする。したがって、ネガティ
ブ情報の流出問題には、ポジティブ情報の場合
以上に、より多くの情報遮断エネルギーの投入
が必要なのである（山下：2015）。

５．情報隠蔽の諸要因
２節で指摘したように、半公共財として情

報が非排除性を満足しない場合は、とりわけ①
競争優位性の高いポジティブ情報と、②潜在
的劣位性の高いネガティブ情報に多い。①は、
他者（他社）に対する競争優位を生み出すポジ
ティブ情報であり、これは情報の占有的価値が
高いことを意味する。これに対して②は、もし
そのネガティブ情報を他者（他社）に知られた
場合、自身が劣位の状況に追い込まれてしまう
ようなネガティブ情報であり、これは情報の内
容的価値が負でその絶対値が大きいことを意味
する。ただし、このネガティブ情報を自身が占
有しておけば、山下（山下：2015）が指摘す
るように、負の内容的価値が正の占有的価値に
よって相殺されるため、自身の劣位性は顕在化
しない。そういった意味で、②の劣位性は「潜
在的」な劣位性なのである。

このように、上記の①と②において非排除
性を満足しないことが多くなるが、それに加え

４．ネガティブ情報の価値構造
前節で述べたポジティブ情報とは逆に、行

動主体Aが情報を占有しても、負の価値が顕在
化すること（情報劣位）を防止するだけで、
これが行動主体Bへと流出（情報共有）してし
まうと、負の価値が顕在化し行動主体Aが劣位
の状況に陥ってしまうような情報を、山下ら

（2014）は「ネガティブ情報」と呼んでいる。
また、（1）式におけるポジティブ情報の価値V
を、（4）式の N1へと置き換えることにより、
ネガティブ情報の価値構造 ６）を概念的にモ
デル化している。ただし、n1iとn2i（i ＝1：行
動主体A、i ＝2：行動主体B）は、それぞれネ
ガティブ情報の内容的価値と占有的価値を示し
ている。

N1＝n11＋n21＝０（ただし、n11＜0,n21＞０）　（4）

行動主体Aにとってネガティブ情報の内容的
価値 n11は明らかに負であり、（4）式における
占有的価値 n21は n21＝－n11＞０で正の値とな
るため、これにより情報の価値 N1をゼロに保
つことができる。ネガティブ情報を占有してお
くことにより、負の内容的価値 n11を正の占有
的価値 n21によって相殺し、ネガティブ情報の
価値 N1をゼロの状態に保つことができるので
ある（山下ら：2014）。

しかしながら、もしネガティブ情報が行動
主体Bへと流出し、情報共有の状態へと移行
してしまえば、行動主体Aは占有的価値 n21を
失い、情報の価値 N1（＝n11＜０）は負の値と
なってしまう。その際、行動主体Aにとって
の負の内容的価値 n11が、行動主体Bにとって
は正の内容的価値 n12へと置き換わることによ
り、ネガティブ情報の価値 N2（＝n12）は正の
値となることに注意を要する。すなわち、ネ
ガティブ情報が相手に流出されてしまうと、
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て「情報占有から情報共有への強い不可逆性」
（山下：2019）が、その性格を強化する。すな
わち、①や②の情報を占有している状態から共
有の状態へと移行すると、占有の状態へと戻る
ことができないため、他者がその情報を獲得し
ないよう「排除」するのである。ここで、単な
る不可逆性でなく「強い不可逆性」としている
のは、情報占有から情報共有へと移行してしま
うと、その情報が記憶されてしまうため、いく
らエネルギーを投入しても情報占有の状態へと
戻すことは不可能になってしまうのである。

一方で、互いの信頼関係によって、価値の
高いポジティブ情報が共有されると（戦略的
アライアンスやSCMのように、限られた範囲
での情報の限定共有）、それがさらなる信頼関
係を生み出す上で、まやかしや欺瞞の可能性を
排除し、相互の機会主義的な行動を抑制する。
すなわち、ポジティブ情報の共有（情報の非排
除性）は、相互にとって正の統制機能をもたら
し、情報共有の「強い不可逆性」がその機能を
強化する。これに対して、ネガティブ情報を占
有している行動主体は、情報共有（流出）の「強
い不可逆性」を恐れ、さらなる欺瞞と機会主義
的な行動に走ることになる。

ただし、こうした側面は、情報共有の「強い
不可逆性」のみならず、ネガティブ情報の共有
から生じる「二重の劣位性」（山下：2015）と、
情報の有する「半公共財」としての性格によっ
て助長される。すなわち、占有的価値を失うだ
けに止まらず、自身にとって負の内容的価値が
相手にとっての正の価値へと変換され、「二重
に劣位」の状況（山下：2015）を余儀なくさ
れてしまう上で、情報が半公共財であることに
より、非競合性を満足するため、その拡散速度
が非常に大きくなり、かつネガティブ情報は一
般に非排除性を満足しないため、相手を敵対視
して排除しようとするのである。

その結果、データの組織的な改ざんや隠蔽
工作が多発することになる。そこで、「至難の
業」ではあるが、上記の「強い不可逆性」と「二
重に劣位」の状況に対する恐れこそが、逆に
データの組織的な改ざんや隠蔽工作を抑制する
統制機能として発揮されるためには、組織（企
業・公共機関）やその構成員がいかに情報の

「非排除性を排除しないか」が、社会で多発す
る情報隠蔽問題の改善を図る際の制度的・文化
的課題となる。すなわち、経営倫理に反する行
動と、そのネガティブな情報が、取り返しのつ
かない社会的評判の失墜や、それに伴う不信の
連鎖という「強い不可逆性」を生み出し、第三
者がそのネガティブ情報をさらに悪用する「二
重に劣位」の状況に陥ってしまう負のスパイラ
ルを防止するためには、情報の「非排除性を排
除しない」意識を社会で幅広く共有することが
経営倫理の実践に求められる課題となるのであ
る。

逆に、「強い不可逆性」と「二重に劣位」の
状況に陥ってしまうことへの恐れが、さらなる
隠ぺい工作に走る要因となってしまうことを防
止するためには、ネガティブ情報の不本意な流
出と拡散がより深刻な「二重に劣位」の状態を
招く前に、「強い不可逆性」と「二重に劣位」
の度合いが相対的に弱い初期段階での、情報の

「非排除性を排除しない」、すなわちネガティブ
情報の共有と透明な公開を、組織や社会が高く
評価し、個人および経営の倫理性と公益性を高
める契機とする文化的風土と制度的システムの
構築が求められよう。

６．おわりに
本研究では、「情報の価値」に関する我々の

先行研究（山下：2014,…山下ら：…2015,…山下：
2019,…鄭・折戸・山下：2005）を基に、まず「非
競合性」を満足するが、「非排除性」を満足す
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るとは限らないという情報の性格を「半公共財」
（Semi-Public…Goods）として位置づけ、情報が
非排除性を満足しない場合は、競争優位性の高
いポジティブ情報と、ネガティブ情報、とりわ
け潜在的劣位性（山下：2015）の高いネガティ
ブ情報に多いという研究視座を提示した。

その上で、後者のネガティブ情報において
隠蔽行動に走ることが多くなる要因として、
山下（2017）の指摘する①行動主体Aにとって
の「二重の劣位性」（山下：2015）と②情報占
有から情報共有への「強い不可逆性」（山下：
2019）に加え、③情報の持つ「半公共財」と
しての性格を指摘した。すなわち、情報共有
の「強い不可逆性」のみならず、ネガティブ情
報の共有から生じる「二重の劣位性」（山下：
2015）と、情報の有する「半公共財」として
の性格が、ネガティブ情報の隠ぺい工作を助長
するのである。そこで、「強い不可逆性」と「二
重に劣位」の状況に対する恐れが、逆にデータ
の組織的な改ざんや隠蔽工作を抑制する統制機
能を発揮するようにするためには（経営倫理に
基づく統制機能としての役割を果たすために
は）、組織（企業・公共機関）やその構成員に
対して、情報の「非排除性を排除しない」意識
をいかに植え付けていくかが、社会で多発する
情報隠蔽問題の改善を図る際の制度的・文化的
課題となることを指摘して、本研究の結語とし
たい。
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ABSTRACT
This…study…reveals…the…direction…of…responsibility…and…the…role…that…corporations…should…
play… from… the…viewpoint… of…Corporate…Social…Responsibility…（CSR）,…which…has…not…
been…clarified.…With… respect… to…human… rights… in…Guiding…Principles…on…Business…and…
Human…Rights…（UNGPs）,… corporate… responsibility… remains… avoiding… the… abuse… of…
human…rights,…not…including…its…positive…realization.…However,…Sustainable…Development…
Goals…（SDGs）…and…social…rights…agreements…overlap…in…content,…and…ISO26000…adopted…
UNGPs… encourage… organizations… to… go…beyond… legal… compliance.…Corporations… are…
already…playing…key…roles… in…realizing…social…rights…and…people…cannot…meet…their…basic…
needs…without… it.…Therefore,…from…a…CSR…standpoint,…corporations…are…strictly…required…
to（1）develop… the…contents…of… social… rights…as… their…core…business… strategy…and…（2）…
integrate…human…rights…into…all…their…business…activities.…Furthermore,…a…new…institutional…
framework…for…the…protection…of…human…rights…that…includes…both…state…and…corporations…
as…the…subject…is…required.

キーワード
ビジネスと人権、ガバナンス・ギャップ、CSR、社会権、グローバル・ガバナンス

ンスタディ（現状把握調査）を開始し、その一
環として様々なステークホルダー（日本経団
連、連合、グローバル・コンパクト・ネット
ワーク・ジャパン、日弁連、ビジネスと人権
NAP市民社会プラットフォーム等）との意見
交換会が行われた。今後、国別行動計画の策定
が本格化する一方で、国連は「国際人権法にお

１．はじめに�―�本研究の目的
2011年に国連人権理事会で承認された「ビ

ジネスと人権に関する指導原則」（以下指導原
則）について、国連作業部会は加盟国に国別
行動計画（National…Action…Plan：NAP）の策
定を要請している。それを受け、日本政府は
2018年３月からNAP策定に向けたベースライ

CSRの観点から見たビジネスと人権における
企業の責任と今後の役割

―  「ビジネスと人権に関する指導原則」および社会権に焦点を当てて  ―
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いて多国籍企業とその他の企業活動を規律する
法的拘束力のある条約」案（筆者訳）を起草す
る政府間作業部会を設置しており、2018年10
月に第４会期が行われた。その後、エクアドル
政府代表部は、政府間作業部会の議長国を代表
して「ビジネス活動と人権に関する法的拘束力
のある法律文書改訂草案」（筆者訳）を公表し、
2019年10月の第５会期で議論される予定であ
る。

以上の国際的な背景より、日本において今
後ますます「ビジネスと人権」の具体的な取組
みが、政府と企業の双方に求められることにな
る。従来、日本政府による人権への取組みは消
極的であると指摘されており、日本企業の人権
への取組みや意識の低さも指摘されてきた。そ
の一方で、人権をベースとしているSDGs（持
続可能な開発目標）については、多くの企業が
積極的な取組みを始めている。また後述のよう
にビジネスと人権に関する先行研究は、国内外
共に蓄積が始まったばかりで、CSRとの関連に
ついても明確になっていない。

よって本研究の目的は、ビジネスと人権の
最新動向を踏まえ、今後企業が人権に関して果
たすべき責任と役割に関する方向性を、CSRの
観点から明らかにすることである。

２．ビジネスと人権に関する動向と先行研究
（１）ガバナンス・ギャップを巡る国際的動向

ビジネスと人権に関する先行研究は、国内
ではまだ少なく、そのほとんどが国際人権法
の知見からである。海外では前述の指導原則
によって研究が活発化しているが、2014年に
最初の専門学術誌であるBusiness…and…Human…
Rights…Journalが 創 刊 さ れ た ば か り で あ る

（Baumann-Pauly…et…al…2016：xix）。
国際社会による企業活動の規制への関心

は、先進国企業がアジアやアフリカの新独立国

などへ進出しはじめた1960年代に遡る（菅原
2016：53）。1975年より「国連多国籍企業行動
綱領」案が検討されるが、1992年に非公式な
がら廃案となった。2003年には「人権に関す
る多国籍企業および他の企業の責任に関する規
範」（以下、規範）が採択されたが、国連加盟
国の支持が得られなかった。こうしたビジネス
と人権への取組みの背景には、「多国籍企業の
活動範囲と力が、従来の公共的なガバナンス・
システムが規制できる範囲を超えて拡大してい
る」（東澤2015：25）、つまり企業のグローバ
ルな経済活動を規制する国際的な制度が欠落し
ているというガバナンス・ギャップが存在す
る。

ラギーによれば、1990年代には多国籍企業
の活動範囲と役割が拡大すると同時に、進出し
た国々で深刻な人権侵害を引き起こした（ラ
ギー2014：74）。その象徴的なケースとして、
次の４つが挙げられている（同上：43-61；東
澤2015：24-25））。第１に1990年までにアジア
での大規模な海外委託生産を展開したナイキ社
による低賃金、劣悪な労働条件、児童労働と有
害な化学物質を含む接着剤の使用の問題、第２
に1984年にインドのボパールにあるユニオン
カーバイド社の除草剤工場で大量の有毒ガスが
発生し、史上最大の死亡者につながった産業災
害である。第３にナイジェリアのロイヤルダッ
チシェル社の石油採掘事業による環境汚染と、
軍事政府による地域住民の弾圧への関与の問
題、第４に中国でのインターネット検閲に協力
したヤフーの問題である。以上についてラギー

（2014：59）は、①ビジネスと人権をまさにグ
ローバルな課題としていること、②いずれも確
立した社会的規範や国際法に照らしても、当時
は一般的に合意できるような解答が存在しない
問題を提起したとしている。これがガバナン
ス・ギャップの問題である。すなわち「多国籍
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企業の活動範囲と力が、従来の公共的なガバナ
ンス・システムが規制できる範囲を超えて拡大
している」（東澤2015：25）ということと、そ
のために適切な制裁や賠償もないままに企業の
悪行を許してしまう環境を作り出していること
が、ビジネスと人権の問題の中心であるとされ
る（ラギー2014：10）。

以上の多国籍企業による人権侵害を解決す
る方法に関して、企業に人権保障の法的義務
を課すNGO及び市民社会の主張と、それに反
対する企業との間に深い対立が生じていた（東
澤2015：27）。ラギーはこれら２つの立場を、
それぞれ「強制的」アプローチと「自発的」ア
プローチとしている（ラギー2014：123）。後
者の自発的アプローチとは、企業が社会に対す
る責任を負っていることを前提に、企業の自発
的なイニシアティブとして基本的な政策を推進
させるという方向で、国連のグローバルコンパ
クトがその中心である（東澤2015：26）。一方
でこの自発的イニシアティブは強制力がない
ため、CSR政策を行うかどうか、また何をどの
程度行うかは企業の自発性に委ねられている。
よって企業による人権侵害が続くと批判する前
者の立場は、条約などの国際法により企業に人
権保障の法的義務を課し、国際社会が直接にビ
ジネス活動を規制することを主張している（同
上：26）。

ラギーによれば、以上の自発的アプローチ
を強制的アプローチに対抗させる論争は、国際
レベルでの政策の行き詰まりを招いてきたので
あり（同上：123）、その象徴が前述の「国連
多国籍企業行動綱領」案や「規範」の失敗であ
るといえる。

（２）指導原則と「人権を尊重する企業の責任」
この状況を受け、2005年に「人権と多国籍

企業」に関する国連事務総長特別代表に任命

されたジョン・ラギーは、前述の２つのアプ
ローチの対立を超え、「公共及び民間（企業と
市民による）のガバナンス・システムのそれぞ
れが、異なる価値を付け加え、相互に補完的
な役割を果たすこと」、またこれは国際関係論
からは「多中心型ガバナンス」と呼ばれるが、
単に新しい概念に留まらず、政府、ビジネス社
会、他の利害関係者を同じ方向に向かわせる
ための実際的なガイダンスが必要と判断した

（同上：124）。その構想に基づいて提案された
のが、2008年の「保護、尊重及び救済の枠組」
である。そしてその具体的な運用のため、政
府、企業、個人、地域社会、市民社会と専門家
等のステークホルダーとの対話を基に「ビジネ
スと人権に関する指導原則：国連「保護、尊
重及び救済」枠組の実施」を策定し、2011年
の国連人権理事会で全会一致で承認された（同
上：170）。

指導原則は①人権を保護する国家の義務、
②人権を尊重する企業の責任、③救済へのアク
セスを三本柱としている。①については、国家
はその領域また管轄内で企業を含む第三者によ
る人権侵害から保護しなければならない。その
ために実効的な政策、立法、規制及び裁定を通
じて侵害を防止し、捜査し、処罰し、補償する
ために適切な措置をとる必要がある（1）。また国
家は「企業の人権尊重を助長するため、国内的
及び国際的措置、強制的及び自発的な措置と
いった措置を上手に組み合わせることを考える
べき」としている。この点が、先述した自発的
アプローチと強制的アプローチの対立を超えた
指導原則の特徴、すなわちハードローとソフト
ローの“smart…mix”（2）である。

次に②企業が人権を尊重する責任とは、「企
業が他者の人権を侵害することを回避し、関与
する人権への負の影響に対処すべきこと」であ
る。人権を尊重する責任は、全ての企業に期待
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と、つまり人権について企業活動を直接に規制
する国際法が存在しないことが挙げられる（東
澤2015：25）。企業の国際法主体性は、国際機
構や個人に比べて制限的ではあるが、一定の権
利義務の担い手として認められているが、それ
は受動的主体性であって能動的主体性まで認め
るわけではない（横田2010：21）とされてい
る。すなわちこの点は、先述したガバナンス・
ギャップの問題に帰着するといえる。

（３）「ビジネスと人権」条約案を巡る議論
一方で、冒頭で述べたように、この指導原

則に関する法的拘束力のある国際人権条約案を
起草する政府間作業部会の設置が決議され、
2018年７月にエクアドルの政府代表部が条約
案を提出した。これを基に2018年10月に政府
間作業部会の第４会期で交渉が行われた。条
約案では企業に直接的な義務を課しておらず

（OHCHR…2018）、上述の議論を避けた形とな
り、市民社会は強く反発している。2019年10
月の第５会期で議論される予定の条約改訂草案
でもその方針は変わらず（OHCHR…2019）、前
回同様に人権侵害の防止と被害者の司法へのア
クセスと救済を中心としている（ヒューライツ
大阪2018）。

ビジネスと人権に関する条約案策定につ
いて、ラギーは次のように懸念を示している

（Ruggie…2017：55-61）（筆者訳）。条約策定に
は何十年も時間がかかること、2014年の時点
で委員会の大多数のメンバーがエクアドルの提
案に賛成票を投じていないこと、ビジネスと人
権の分野は国内法及び国際法の非常に多岐にわ
たる複雑な分野を含むため、たった１つの条約
案で全ての範囲の人権の問題を解決するのは困
難であること等から、現在人権を侵害されてい
る現実の人々にとって何も役に立たないとして
いる。そして、問題は国際的な法制度化を行

されるグローバル行動基準である。その責任は
国家の人権義務を果たす能力及び意思からは独
立してあるもので、国家の義務を軽減させるも
のではない。さらにその責任は、人権を保護す
る国内法及び規則の遵守を越えるもので、それ
らの上位にあるとされている。またここでの人
権とは国際的に認められた人権であり、具体的
には国際人権章典（世界人権宣言及びこれを条
約化した自由権規約と社会権規約）及び労働に
おける基本的原則及び権利に関する宣言に挙げ
られたILO中核８条約上の基本権に関する原則
である。さらに、先住民族、女性、民族的また
は種族的、宗教的、言語的少数者、子ども、障
がい者、及び移住労働者とその家族の権利など
も含まれる。

そして企業には、その規模や状況に適した方
針とプロセスを設けることが求められており、

（a）人権を尊重する責任を果たすという方針に
よるコミットメント、（b）人権への影響を特
定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処
するかについて責任を持つという人権デュー・
ディリジェンス・プロセス、（c）企業が引き起
こし、または助長する人権への負の影響からの
是正を可能とするプロセスを含むとされる。

この企業の責任について、菅原によれば、
国際人権法においては国際人権基準を最低限の
基準として、自社グループおよびその取引先の
活動のなかで侵害しないよう、企業レベルの実
施施策を確立することを内容とする。一方、責
任はあくまで「侵害をしない（do…no…harm）」
という尊重に止まり、それ以上の企業の積極
的な取り組み、基本的なニーズの保障への貢
献については「責任」に含まれず、「役割」と
いう形で企業に期待されるとしている（菅原
2015：46）。その理由として、国際人権条約は
国家を義務の主体とする法であって、企業など
の民間の主体を直接に拘束するわけではないこ
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や先住民の権利と土地権の問題など具体的かつ
広範に捉えているが、日本では雇用差別撤廃や
セクハラの防止などの課題にとどまり、CSRと
いうよりは従業員個々人の意識の問題や雇用の
方針として位置づけられることが多いとしてい
る。そして「人権について問題を起こしても雇
用の側面での配慮を怠ったのでなければそう
大きな問題にならないという社会状況が少な
からず存在している」と指摘する（森原2004：
124；133-134）。

（２）�CSRから見たビジネスと人権における企
業の責任と役割とは

一方で2015年に国連で人権をベースとする
SDGsが採択されてから、多くの日本企業が取
組み始めている。伊藤（2017）は、SDGsの17
の目標と社会権規約上の諸権利が内容的に重な
る面が多いことは明白であるとし、主要なもの
を表１に挙げている（伊藤2017：125-126）。
国連人権高等弁務官事務所は各目標と具体的な
人権との関連を示しており、表１の項目をこの
一覧表から抽出すると、表２の通りとなる。そ
して、SDGsの実施は社会権規約の国家報告制
度等を通じて調整され得る余地があり、そのよ
うにして社会権規約の規範内容を一層反映でき
る可能性もあること、SDGsの実施の局面にお
いてその目標と人権の相互補完性をどの程度ま
で高めていくことができるかは、重要な課題で
あるとしている（伊藤2017：128）。

このことから、ビジネスと人権における企
業の責任及び役割とは、こうした社会権で求め
られる内容を実際に実現する主体になることで
あると考える。社会権が求める具体内容につい
て、国際人権法はその役割として、人間の基本
的ニーズを個人が有する具体的な人権として規
定し、国家にその保障を義務づけしてきた（菅
原2015：45）。その義務とは権利を①「尊重

うこと自体ではなく、どのような形態の国際
法制化が必要で、達成可能で、実際に役に立
つ（practical）結果を生み出すことができるか
であり、それら全ては指導原則という基盤の上
に築き上げることで可能になるとしている（同
上：55-60）（筆者訳）。

以上の背景を踏まえた上で、次章ではCSR
の視点から、ビジネスと人権における企業の責
任と役割とは何かを考察する。

３．�CSRから見た企業に対する責任と役割
―�社会権の実現主体として

（１）日本のCSRにおける人権の取組みの現状
森原は、日本におけるCSRの促進において

「人権」は最も取組みが遅い分野であるとして
いる（森原2004：121）。その要因に①日本政
府の取組みの遅さと、②日本のCSRにおける人
権課題の位置づけが限定的であることを挙げて
いる（森原2004：123-128）。①については、
６つの主要国際人権条約（社会権規約、自由
権規約、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条
約、拷問等禁止条約、子どもの権利条約）の批
准・加入が終わったのは1999年であることが
挙げられる。また日本には国内人権機関（3）がな
く、国連人権理事会などから設置を勧告・要請
されていること（齊藤2017：211）に加え、制
度上は日本国憲法だけでなく、日本が批准した
国際人権条約によっても人権が二重に保障され
ているにもかかわらず、最高裁は国際人権条約
に基づいて人権を保障することに消極的である
こと、日本政府が国際人権機関等からの勧告等
に対し迅速かつ誠実に対応しているとはいいが
たい場面が多いことも挙げられている（佐々木
2017：236）。

次に②について、森原は、欧米では労働者
の権利保障や社会的排除の問題に加え、人権弾
圧を行う政府との関係、紛争地域での事業展開
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（respect）」する義務、②「保護（protect）」す
る義務、③「充足（fulfill）」する義務、④「促
進（promote）」する義務であり、③は権利が
個人の力では実現できない場合に国が直接権利
内容を充足することである（申2016：165）。
この充足義務に関し、日本国憲法第25条１項
の生存権について最高裁は、国の責務を宣言し
たにとどまり、直接個々の国民に対して具体的
権利を賦与したものではなく、具体的権利は生
活保護法によってはじめて与えられるとの立場
をとる（佐々木2017：234）。

以上の指導原則と国際人権法の観点から
は、企業が積極的に社会権を実現する責任まで
は求められないことになる。しかし指導原則を
取り入れた、組織の社会的責任に関するガイダ
ンスであるISO26000（以下SR規格）は、組織
の法令順守以上の活動を奨励している（財団法
人日本規格協会2010）。CSRの観点からは、企
業が人権を侵害しないことに加え、表１と表２
の人々のニーズ充足に関わる社会権の内容を事
業として積極的かつ戦略的に展開し、責任を
持って実現することが求められると考える。ま
た企業は既にそのような社会権の実現主体とし
ての役割を担っており、さらに今後企業による
事業を通じたSDGsへの取組みが進むほど、そ
の責任と役割は一層重要になると考えられる。
この点について社会権の具体内容に焦点を当て
て次節で詳述する。

４．�社会権に関する企業の責任と役割
―�介護保険制度と障害者雇用から

（１）介護保険制度における企業の責任と役割
SR規格では、NGOや企業が政府に代わって

教育や福祉の分野でサービス提供主体となっ
ている等、政府と民間部門の役割の変化を挙
げ、企業のみならず多様な組織が持続可能な
発展に寄与する社会的責任を負うとしている。

その背景には、グローバリゼーションによる企
業の役割の拡大や規制緩和を踏まえた民営化等
により、政府以外の主体が公共政策の担い手と
なっていることが挙げられる（財団法人日本規
格協会2010：５-６）。

日本の福祉政策においても福祉サービスの
民営化が行われ、2000年施行の介護保険制度
では在宅サービスに民間事業者の参入が認めら
れている。その最大の不正事案である2007年
のコムスン事件では、株式会社コムスンによる
組織的な介護報酬の不正請求及び指定の不正取
得と指定処分逃れにより、当時全国で約６万人
以上が利用していた同社の在宅サービス移譲先
をどう見つけるかが最大の問題となった。介護
サービスは利用者の日々の生活や生命にとって
不可欠であり、利用者の生存権保障に直接関わ
るため、公共性が高い事業である（以上、山田
2011a）。よってSDGsの目標３に該当し、企業
を含めた事業者は介護政策の明確な実施主体で
あり、生存権という社会権の直接の実現主体で
ある。よって事業内容を実現できなければ、利
用者の生命や日々の生活が維持できなくなるた
め、ニーズ充足において重大な責任を負ってい
るのである。しかし、2017年現在で在宅サービ
スの経営主体別事業者数の多数は営利法人であ
るが、2016年度の指定取消・効力の停止処分件
数は営利法人が最も多く、約８割である（4）。

よって今後の課題について山田（2011a）は、
公的責任と市場の機能の活用のバランスを図る
具体的な条件を明らかにすることだとしている
が（同上：149）、これをビジネスと人権の文脈
で考察すると、福祉サービス利用者の人権保障
に関して、政府と企業のそれぞれの責任を明ら
かにした上で、前述した指導原則におけるハー
ドローとソフトローの組み合わせ（smart…mix）
により制度を構築することに他ならないと考え
る。
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第２について、事業主や職場の上司等の使
用者から虐待を受けた障害者は2018年度で900
人、虐待が認められた事業所数は541事業所で
あった。虐待の種類別では、経済的虐待（不当
に低い賃金で働かせる等障害者の財産の不当な
処分・不当な財産上の利益を得ること）が791
人（83.0％）と最も多く、心理的虐待が92人

（9.7％）、身体的虐待が42人（4.4％）であった
（厚生労働省2019）。これは明らかに企業によ
る障害者の人権侵害である。

以上の事例から、山田が指摘するように、
障害者雇用は企業や政府が自主的に取り組ま
なければ実現されないのであり（山田2011b：
56）、組織による自主的な障害者雇用を助長す
る具体的な方策が求められる。その１つとして
山田（2011b）は、SR規格の活用を提示してい
る。具体的には、デューディリジェンスを用い
て①ステークホルダーエンゲージメントによ
り、障害者従業員を含めたステークホルダーと
の対話によって個別具体的な障害への配慮を実
現する、②①の方策の積み重ねによる「社会的
責任の組織への統合」を行い、持続的な障害者
雇用のための仕組みを構築することであると
する（山田2011b：56-57）。それはラギーのい
う、指導原則を基盤とした「原則に基づいたプ
ラグマティズム」（principled…pragmatism）（6）で
あると考える。原則に基づいたプラグマティズ
ムについて、ラギーは、「人権の促進と保護を
ビジネスとの関係で強化するという原則への断
固とした公約だが、同時にもっとも重要な変化
を生み出すのにもっとも役立つ、しかも日々の
人々の生活において役立つという実践的な確信
とともにあるもの」としている（ラギー2014：
31）。障害者雇用に即して言えば、働くことを
望む障害者と雇用する企業や政府が、実際に雇
用を実現できる方策が、労働における障害者の
人権を保障する方法であるといえる。

（２）障害者雇用における企業の責任と役割
次にSDGsの目標８に該当する障害者雇用に

ついて、山田（2011b）は実際に企業が自主的
に取組まなければ障害者雇用は実現されないこ
とを指摘し、その最大の課題は、個別具体的に
異なる障害への配慮（合理的配慮）を雇用の全
ての段階で実現することとしている。障害への
配慮とは、障害者が力を発揮し戦力となるため
のサポートであり（山田2014）、障害者の職業
上のニーズを充足するための方策である。この
障害への配慮が実現されなければ、障害者の雇
用と就業継続が不可能になるのである。このこ
とを示す実例として、第１に公務部門における
障害者雇用不正水増し、第２に企業による障害
者虐待について述べることとする。

第１について、2018年８月に中央省庁で障
害者雇用不正水増しが発覚した。政府は行政機
関の８割超に当たる27機関で3460人の水増し
があったと公表し、2.49%とされていた実雇用
率は1.18%となった。その後、立法・司法機関
でも計436.5人の水増しがあることが発表され
た。さらに全国の地方自治体でも3809.5人の不
適切計上が明らかとなった。その要因として、
公務部門での障害者雇用には厚生労働省による
モニタリング制度や罰則が存在しないことが挙
げられている。しかしそれ以前に、この問題は
公務部門による障害者の人権侵害といっても過
言ではない。その後、厚生労働省は2019年８
月、中央省庁の28行政機関が昨年10月以降に
採用した3131人のうち、161人が６月１日まで
に離職したと発表した（5）。国が２月に実施した
障害者を対象とする初めての国家公務員試験で
は、障害種別や特性に合わせた合理的配慮の不
十分さや、面接を受けられない等、障害者から
不満の声が出ており、採用を数合わせで拙速に
進めた結果、ミスマッチを起こしている可能性
が指摘されている（市川2019：15）。
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この点に関して、経営倫理学の視点から考
察を加えることとする。Crane.,et…al…（2019）は、
なぜ経営倫理学が重要かに関し、理由の１つと
して「ビジネスは私達の社会に非常に大きな貢
献をする可能性があるため」（7）として次のよう
に述べている。「私達が望む商品やサービスの
生産、雇用の創出、納税、経済的発展のエンジ
ンとしての役割、あるいは複雑な社会問題の解
決によって、ビジネスは善のための莫大な力と
なりうる。こうした貢献が実践において、実際
に、どのように実現できるか、あるいは本当に
実現できるかどうかは経営倫理の議論の核心で
ある。」（同上：９）。

つまり経営倫理学の重要な焦点は、不正や
不祥事への対応や防止だけでなく、企業が持つ
大きな力や可能性をいかによい方向へ持ってい
き、本業を通じて社会に貢献できるか、そのた
めに実際に役に立つ方策の提言、実践とそれら
の積み重ねに基づいた規範や理論の構築である
と考える。ビジネスと人権についても、企業に
よる人権侵害の解決や防止だけでなく、今後は
こうした企業の力を社会への貢献のためにどう
生かすかという建設的な方向性が、より一層重
要になると考える。

その一方で、国家の人権保護義務は変わら
ずに存在する。よって国内人権機関の創設を
含めた積極的な人権保障に加え、国家が企業
の人権への取組みを後押しする条件整備国家

（enabling…state）としての役割が増すと考える。
以上の意味では、人権の実現主体として国家の
みを想定する時代から、国家と同様に企業をそ
の主体と考える時代に移ったといえると考え
る。また企業も主体とした新たな人権保障の制
度的枠組みが必要とされていると考える。この
点について、最後にグローバル・ガバナンス論
の観点から考察を加える。

グローバル・ガバナンスとは、冷戦終結

以上の社会権に関わる分野の特徴は、社会
権で求められている内容を実現しなければ当事
者のニーズは充足されず、当事者にとって問題
の解決にはならないということである。よって
企業の責任と役割はより重要になっており、一
方で人権の内容を実現できなければ、その対象
者や当事者を置き去りにすることになる。事業
を通じて人権を保障し、社会的責任を果たした
とは言えないのである。この点はSDGsの目標
全てに関わるため、森原（2004）が指摘する
ように「人権について問題を起こしてもそう大
きな問題にならない」という意識は通用しない
といえる。

よってビジネスと人権における今後の企業
の役割は、SDGsの目標を含めた具体的な人権
の内容を、企業が実際のビジネスの場面でいか
に実現できるかが一層重要になると考える。ま
たこの点から、CSRにおいて人権の重要性はま
すます強くなるといえる。今後、CSRにおいて
人権は一部の課題ではなく、SR規格における
組織統治と同様にCSRの基盤になると考える。

５．おわりに�―�今後の方向性
以上より、今後企業は社会権を含めた人権

の実現主体であるという意識を一層強く持つ必
要がある。また、CSRの基盤に人権があること
を理解した上で人権デューディリジェンスを実
施し、人権を社内全体及び全ての経営活動に
統合し、戦略的に実現することが不可欠であ
ると考える。そのためには、多くの企業がCSR
レポート等で行っている自社の事業とSR規格
及びSDGsとの関連付けを前述の観点から再考
し、人権のより具体的な内容に結び付けること
が重要だと考える。これにより人権侵害の防止
だけでなく、積極的に人権を実現できる事業を
展開し、社会に貢献するという企業の建設的な
役割が拡大すると考える。
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2018：20-25）。ビジネスと人権は、ラギーも
指摘したようにまさに多分野が複雑に関わるイ
シュー横断的な国際課題である。

第２に、NGO、企業、国際機関などの国家
以外の多様なアクター（ステークホルダー）の
影響力が増加し、課題の解決には国家に加えこ
れらの多様なアクターが関わる状況になってき
たこと（同上：24-25）、換言すれば国家以外の
多様なアクターの知見を借りなければ、問題を
解決することができない状況になってきたこと
である。

以上が示す通り、企業は社会問題の解決主
体として既に大きな役割を担っており、またそ
うした役割が国際的にも期待されているのであ
る。よってグローバル・ガバナンス論の知見も
生かしながら、企業を主体に含めた新たな人権
保障の制度的枠組みを、指導原則の実践の蓄積
を踏まえて構築することが、今後の日本及び国
際社会の喫緊の課題であると考える。

後、国際関係論や国際政治学で1990年代以降
に提示された概念で、「主権国家を中心とする
分権的な国際関係において、グローバルな課題
に対応した国際秩序が成立してゆくメカニズム
を捉えるために、関連する現象を記述し、因果
パターンを分析するための概念」である（古城
2018：20）。また大矢根は、「グローバル・ガ
バナンスは多様な主体が連携し、多様な国際レ
ジームを有機的に組み合わせて秩序メカニズム
を構成する、その全体的構造を捉える概念」で
あると指摘している（大矢根2018：４）。その
背景には、国際関係における次の変化が挙げら
れる。第１にグローバリゼーションの進展は、
各国の相互依存を深め、主権国家間の境界を
曖昧化するとともに、環境汚染、感染症の流
行、金融危機の発生など、一国だけでは対応
できない諸問題をもたらしていることである。
またその問題の特徴は、特定の問題領域を越え
て、他の問題領域と結び付けられるイシュー横
断的な課題が増加していることである（古城

表１　SDGsと社会権規約の主要な対応関係

SDGs 社会権規約
目標１「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」 十分な生活水準に対する権利（第 11 条１項）

社会保障に対する権利（第９条）

目標２「飢餓を終焉させ、食糧安全保障及び栄養改善を実
現し、持続可能な農業を促進する」

食糧に対する権利（第 11 条２項）

目標３「あらゆる年齢の全ての者に健康的な生活を確保し、
福祉を促進する」

健康に対する権利（第 12 条）

目標４「全ての者に包摂的かつ公正な質の高い教育を提供
し、生涯学習の機会を促進する」

教育に対する権利（第 13 条・第 14 条）

目標６「全ての者に水と衛生の利用可能性と持続可能な管
理を確保する」

水に対する権利（第 11 条・第 12 条）

目標８「包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての者に
完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい仕事

（decent…work）を促進する」

労働権（第６条～第８条）

出典：伊藤（2017：126）
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表２　SDGsと関連する人権の一覧表

持続可能な開発目標 関連する人権

目標１…あらゆる場所のあらゆる形態の
貧困を終わらせる

•十分な生活水準への権利（世界人権宣言第25条；社会権規約第11条；子
どもの権利条約第27条）
•社会保障を受ける権利（世界人権宣言第22条；社会権規約第９条；障害
者権利条約第28条；子どもの権利条約第26条）
•経済的な生活における女性の平等な権利（女性差別撤廃条約第11条、第
13条、第14条（２）（g）、第15条（２）、第16条（１））

目標２…飢餓を終わらせ、食糧安全保障
及び栄養改善を実現し、持続可能な農業
を促進する

•十分な食糧への権利（世界人権宣言…第25条；社会権規約…第11条；子ど
もの権利条約…第24条（２）（c））
•国際協力…（世界の食糧供給の公平な分配の確保を含む）
（世界人権宣言…第28条；社会権規約…第２条（１）、第11条（２））

目標３…あらゆる年齢のすべての人の健
康的な生活を確保し、福祉を促進する

•生命への権利（世界人権宣言第３条；自由権規約第６条）特に、女性（女
性差別撤廃条約第12条）と子ども（子どもの権利条約第６条）
•健康への権利（世界人権宣言第25条；社会権規約第12条）特に、女性（女
性差別撤廃条約第12条）と子ども（子どもの権利条約第24条）
•母親と子どもへの特別な保護（社会権規約第10条）
•科学の進歩とその応用による利益を享受する権利
（世界人権宣言第27条；社会権規約第15条（１）（b））
•国際協力（世界人権宣言第28条；発展の権利宣言第３～４条）特に、健
康への権利と子どもの権利[社会権規約第２条（１）；子どもの権利条約第
４条]に関して

目標４…すべての人に包摂的かつ公正な
質の高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する

•教育を受ける権利（世界人権宣言第26条；社会権規約第13条）
特に、子ども（子どもの権利条約第28条、第29条）；障がい者（子どもの
権利条約第23条（３）、障害者権利条約第24条）；および先住民族（先住民
族の権利宣言第14条）
•教育における女性と少女の平等な権利（女性差別撤廃条約第10条）
•技術・職業訓練を含む、働く権利（社会権規約第６条）
•国際協力
（世界人権宣言第28条；発展の権利宣言第３～４条）
特に、子ども（子どもの権利条約第23条（４）、第28条（３））、障害者（障
害者権利条約第32条）、および先住民（先住民族の権利宣言第39条）に関
して

目標６…すべての人々の水と衛生の利用
可能性と持続可能な管理を確保する

•安全な飲料水と衛生への権利（社会権規約…第11条）
•健康への権利（世界人権宣言…第25条；社会権規約…第12条）
•農山漁村女性の水と衛生への平等なアクセス
（女性差別撤廃条約…第14条（２）（h））

目標８…包摂的かつ持続可能な経済成長
及びすべての人々の完全かつ生産的な
雇用と働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進する

•公正かつ良好な労働条件を享受する権利（世界人権宣言第23条；社会権
規約第６条、第７条、第10条；障害者権利条約第27条；ILO中核的労働条
約ILO労働における基本的原則及び権利に関する宣言）
•奴隷、強制労働、人身取引の禁止（世界人権宣言第４条；自由権規約第
８条；女性差別撤廃条約第６条；子どもの権利条約第34～36条）
•雇用に関する女性の平等な権利（女性差別撤廃条約第11条；ILO条約第
100号、第111号）
•児童労働の禁止（子どもの権利条約第32条；ILO条約第182号）
•移住労働者の平等な権利（移住労働者権利条約第25条）

出典：…国連人権高等弁務官事務所（ヒューライツ大阪訳）…“Summary…linkage…between…the…SDGs…and…relevant…
international…human…rights…instruments”

　　………https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf
　　　※…ただし「この表は、わかりやすく説明するためにのみ作成されており、関連する全ての権利が網羅されている

わけではありません。」とされている。
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和歌山大学…経済学部 高　岡　伸　行
Wakayama…University Nobyuki Takaoka

ABSTRACT
The…purpose…of… this…paper… is… to…develop…a… framework… for… formulating… the…stakeholder…
management…model… (SMM)… in…socially… responsible…businesses… (SRB).…The…main… focus…
will…be…on…the…problem…derivation…for…formulating…SMM…as…a…framework…for…promoting…
the…SRB…and… facilitating…pro-social…oriented…organizational… learning.…Taking…dynamic…
capabilities…(DC)…as…a…guide…and…referring…its…ability…to…sense,…the…paper…will…reconsider…
“the…stakeholder…view…of…the…corporation”.…The…purpose…of…DC…is…to…clarify…the…ability…to…
construct…and…reorganize…the…resource…base,…which…is…composed…of…the…relationship…with…
various…stakeholders,…and…to…formulate…its…method…of…the…development.…This…contributes…
to… the… identification… of… the… ability… to… form… and… reorganize… relationships… between…
companies…and…a…great…variety…of…stakeholders.…It…takes…the…concept…of…enactment…as…the…
basis…for…the…ability…to…recognize…special…relationships…with…its…stakeholders.

キーワード
企業のステークホルダー・ビュー、社会的責任ビジネス、ダイナミック・ケイパビリティ、
ステークホルダー・アプローチの戦略的マネジメントのリフレクション、想造としての感知

が「制約された合理性の中での（自省的な）イ
ナクトメント」にあることを指摘する。

DCは一般に自社の競争優位を脅かす環境変
化に対応して、企業内外に及ぶ資源基盤を主
体的に再編する能力と規定される（ティース…
2013;ヘルファット他…2010他）。しかしSRB指
向のステークホルダー・マネジメントにおいて
は、競争優位の獲得・持続化と共に、もしく
はその基本前提として、企業の正統性の保持
を重視する。例えばPost…et…al.（2002a;…2002b;…

１．はじめに
本稿は社会的責任ビジネス（socially responsible 

businesses: SRB）（1）としてのステークホルダー・
マネジメント・モデル（SMM）定式化の枠組
み整理を課題とする。SRBを推進する向社会的
組織学習の枠組みとしてのSMM定式化の課題
導出に主眼を置く。その焦点としてマルチ・
ステークホルダーとの特殊な関係の形成・維
持・再編にかかわる、そのダイナミック・ケイ
パビリティ（dynamic capabilities：DC）の起点

社会的責任ビジネスとしての戦略的マネジメントの課題：
そのダイナミック・ケイパビリティの起点としてのメタ認知

The…task…of…strategic…management…as…socially…responsible…businesses:
a…cognitive…base…of…its…dynamic…capabilities
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Sachs…et…al.…2006;2010;…2011）らが、現代株式
会社のあり方やその向社会的経営行動を照射・
指導するために提起した、企業のステークホル
ダービュー（Stakeholder-view of the corporation: 

SHV）である。そこでは多層的領域に跨がる諸
ステークホルダーとの関係を関係特殊資産と位
置づける。その関係性や調整能力は経路依存性
の作用する、市場での調達や模倣の困難な資源
基盤であり、競争優位の源泉として作用し、か
つその関係性を柔軟に保持することが競争優位
の持続化に寄与すると捉える。そしてこの諸ス
テークホルダーとの関係形成及び継続を実現す
る前提に正統性の確保・堅持を位置づける。

しかし企業が正統性を確保・堅持する能力
を具体的に照射しようとする既存研究は、SHV

を含め、殆どない。この点の補充が本稿の論
旨である。SHVをSRBのSMM定式化のモデルと
し、DCアプローチ/枠組み（DCA/DCF）との対
比から、定式化の手掛かりを得ると共に、正統
性や競争優位を獲得・維持する能力の起点を模
索する。DCF/DCAは実質的に諸ステークホル
ダーとの関係調整によって形成される資源基盤
の編成・再編の能力の解明に焦点を当てている
からである。

次節では、議論のたたき台として、２つの
戦略的マネジメント観の概観を示す。それらは
SHVとDCA/DCFである。両観は全く異なる理
論基盤を持つが、共通する着想の側面もある。
Freeman（1984）のステークホルダー・アプロー
チは元来、主流派とは異なる代替的な戦略的マ
ネジメントを構想していたが、SHVはその批判
的検討から、その新たな展開を意図している。
ステークホルダー・アプローチが両論を架橋す
る役割を果たす。また両観とも、いわゆるポジ
ショニング・アプローチや資源ベースド観等、
戦略論の系譜を参照・包含し、各自の観方を展
開する。さらに価値創造におけるステークホル

ダーとの協働を戦略的マネジメントの重要課題
に位置づける。こうした比較検討を、競争優位
の論理の差異に焦点を当て、３節前半で行う。
そして後半では既存研究において看過されてき
た、ステークホルダーとの学習の起点となる環
境（ステークホルダー）認知の能力の起点を模
索する。そして正統性であれ競争優位であれ、
制約された合理性の中で、諸ステークホルダー
との関係の維持・再編からそれらの獲得を照射
するには、環境創造能力としてのイナクトメン
ト（想造）が鍵となることを明らかにする。そ
してむすびにおいて本稿の含意と残された課題
を示す。

２．戦略的マネジメント観の階層
２−１：�ステークホルダー・ビューの戦略的

マネジメント観
SHVは所有権を軸とした株主利益の最大化を

肯定する伝統的企業モデルを批判し、現代巨大
株式会社の再定義プロジェクトの結果として提
起された企業観である（Post…et…al.…2002a,…pp.1-
6.,pp.10-16.）。それは株式会社を「その多数の構
成員のために富やその他の便益を創造するため
に諸資源を（意図的に富を浪費したり、リスク
を増大させたり、また害を与えるのではなく）
生産的な使途に動員することに従事する組織」
と定義される観方である（ibid,…p.17）。

Post…et…al.（2002a,…pp.8-9.）は、営利企業の
目的は富を創造することであり、株式会社の
存在の正当性（justification…for…the…existence…of…
the…corporation）はその富の創造能力にあると
考える。しかし誰のための富の創造かは多義的
で、SHVはこの点を問題にする。そして社会に
おける制度としての現代株式会社の正統性（the…
legitimacy…of… the…contemporary…corporation…as…
an… institution…within…society）は、多種多様で
多数の構成員の期待に合致する能力に依存する
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という立場に立ち、当該構成員のために富を
創造することを企業の正統性の要件とする。
そしてこの富を創造する企業活動の構成者を
ステークホルダーと捉える基本要件に据える

（ibid,…p.17）。
企業の富＝価値創造の議論の主流である戦

略的マネジメントを、そこでの暗黙の企業モデ
ルと共に、その成功の要因を狭い範囲に限定し
過ぎており、価値創造における特定の構成員の
役割を看過していると批判する。また伝統的な
ステークホルダー・モデルをも批判し、それら
を接合した独自の戦略的マネジメントを構想す
る（ibid,…p.10）。

こうした見解の基礎となるのが組織富
（organizational…wealth）という概念である。そ
れは価値がステークホルダーとの関係性を資源
基盤として創出されると考える概念であり、そ
の実践枠組みに位置づけられるのがステークホ
ルダー・マネジメントである（ibid,pp.32-3.）。
組織富は多様で多数の諸ステークホルダーとの
互恵的な関係性が企業の富の創造能力を規定す
る、という観方を意味し、無形の関係資産を指
す（ibid,…pp.36-46.）。Sachs…et…al.（2010,…p.148）
は、ステークホルダーとの関係性を構築し、か
つ維持することに長けた企業が価値創造能力を
保持する、と強調する。そしてSHVのステーク
ホルダー・マネジメントの課題として重視され
るのが、この組織富を生み出す企業を取り巻く
ステークホルダー・ネットワーク全体の中での
特定のステークホルダーとの関係性の形成・維
持・再編・向上である（Post…et…al.…2002b,…p.18）。
その分析単位に据えられるのが「拡張された事
業体（expanded…enterprise）」という概念であ
る（ibid,…p.7）。

さて、SHVの戦略的マネジメント観を特徴づ
けるのは、その対象となるステークホルダー
の捉え方にある。SHVはステークホルダーが

埋め込まれている環境を３つの領域に分け、
各領域の代表的なステークホルダーとの関
係をSHVのステークホルダー・マネジメント
に包含・統合することを指向する。その領域
と はRBV（Resource-based…view）、 い わ ゆ る
ポジショニング・アプローチを意味するISV

（Industrial… structure…view）、そしてSHVの領域
である（Post…et…al.…2002a,…pp.53-58.;Sachs…and…
Rühli…2011,pp.40-46.）。それらの概要を示した
のが表１であり、表２は伝統的なステークホル
ダーモデルとの対比を示している。SHVでは、
伝統的な規定を批判的に発展させ、ステークホ
ルダーを「企業の富の創造能力や諸活動に自主
的もしくは非自主的（結果的）に貢献する、故
に当該企業の諸活動の潜在的受益者またはリス
ク負担者である、個々人や構成員」と定義する

（Post…et…al.…2002a,p.19;2002b,…p.8）。SHVは伝統
的なステークホルダーモデル/マネジメントが
ダイアド観を前提に、競合かつ時に対立する利
害の均衡化を課題とすることを批判し、ネット
ワークベースの関係観を採り、個別の利害の充
足よりも、拡張された事業体を単位とした価値
創造の関係性を創出・保持・堅持する能力をス
テークホルダー・マネジメントの課題として重
視する。

しかし、価値創造過程におけるステークホ
ルダーの役割は現実には流動的で、その企業へ
の影響のパスも多元的である。こうしたステー
クホルダー・ネットワークや影響の動態を加
味するために、４つのステークホルダーの様
相を想定する（Sachs…et…al.…2006,p.509）。それ
はステークホルダー・ダイナミクスの中で変
化するステークホルダーの役割の様態とも位
置づけられる。それらは①便益提供者（benefit…
provider）、②便益享受者（benefit… receiver）、
③リスク請負者（risk…bearer）、そして④リス
ク提供者（risk…provider）、である。①は感情的
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値を破壊することもできる参加者、を指す。企
業とのかかわりの中でステークホルダーは、複
数の様相を同時に担うこともあれば、状況に応
じて様相を移していくことも、特定の１つの
様相に終始することも想定される（Sachs…and…
Rühli…2011,…p.60）。

また自主的か非自主的か、明確な契約を

な関与から資源共有まで、様々な形で価値創造
に貢献し得る参加者を、②は諸資源を獲得した
り、その諸資源を強化することで便益を得られ
る価値創造の参加者、③は価値創造において特
定の貢献と引き替えに特定のリスクを負う参加
者を、そして④は価値創造のネットワークの相
互作用に潜在的な脅威をもたらし、余すさえ価

表１：組織富の源泉についての３つの戦略的マネジメント観の比較
次元 RBV ISV SHV
分析の単位 企業（内部） 産業 企業のステークホルダーネットワー

ク（の中の拡張された事業体）
組織富の主た
る源泉

物理的な資産、人的資源、知識、
金融資源、無形資産

顧客、供給業者、競争相手
等との相対的交渉力、共謀

利益の増大やコスト及びリスク削減
を導く関係性、富を創造するキャパ
シティの増大を導く関係上の便益

組織富を守る
手段

企業レベル
模倣の障壁

産業レベルの参入障壁
・生産
経済性と埋没原価
・政府規制

企業特殊なステークホルダー・リン
ケージと、増収やコスト、リスクを
軽減する暗黙の合意（信頼の構築を
介した機会主義的行動の回避、事業
へのコミットメント向上等）

代表的なステー
クホルダーとそ
の提供資源

投資家（株主、債権者）、従業員、
顧客・ユーザー⇔金融・人的・
物的資本、知識やそれを活用
するルーティン

サプライチェーン上の関係
者（供給業者 / 納品先）、提
携 / 連携先、規制当局、組
合⇔狭義の関係資産や信頼

（国内外の）政府、地域社会 / 市民、
NGO/NPO 等の民間組織⇔競争コン
テクストの整備、広義の関係資産・
信頼、承認（操業のライセンス）

出典：Post…et…al.…(2002a,…p.54) に Post…et…al.(2002a,pp.42-44.,pp.46-51.;2002b,…p.11,p.47) を参考に加筆修正。

表２：ステークホルダーアプローチとしてのSHVの特徴
伝統的ステークホルダーモデル 企業のステークホルダービュー

ステークホル
ダーの定義

組織目的の達成に影響を与える、または組
織目的の達成によって影響を被る、グルー
プもしくは個々人（Freeman…1984,p.52）

当該企業の富の創造能力や諸活動に自主的にもしくは
非自主的に関与・貢献する、故に当該企業の活動の、
潜在的な受益者またはリスク負担者である個々人や環
境構成者（Post…et…al.…2002a,p.19）

モデルの特徴 事業運営における株主等の財務的ステーク
ホルダーと非財務的ステークホルダーのプ
レゼンスの対当化（Post…et…al.…2002b,p.6）。

革新や競争の構想の新しいアイデア、正統性の獲得と
持続化のための組織学習の枠組みとしてのステークホ
ルダーマネジメントの位置づけ（Post…et…al.…2002a,p.63）

ステークホル
ダーマネジメ
ントの課題

正統ではあるが、競合し対立する利害の調
整・均衡化。トレードオフ的な利害のロー
テーション的充足（Post…et…al.…2002b,p.18）

ステークホルダーネットワーク全体を富の創造能力を
左右する関係特殊資産と捉え、その形成・維持・再編・
向上（Post…et…al.…2002b,p.18）

企業とステー
クホルダーの
関係観

ダイアド観：焦点組織と各ステークホル
ダー・グループとの機能充足的な相互作用
の照射

ウェブ観：企業組織はステークホルダーネットワーク
に埋め込まれている

前提となる企
業観

オープンシステムとして企業のステークホ
ルダーモデル

（企業組織とステークホルダーネットワークの結節点と
しての）拡張された事業体（Post…et…al.…2002b,p.7）

戦略への含意 株主価値増大のための道具としてのステー
クホルダーの位置づけからの脱却、その基
盤としての倫理、価値観の戦略への包含

３つの戦略フィールドへの環境区分、３つのライセン
スの取得（Sachs…and…Rules…2011,p.200）、社会・政治的
領域のステークホルダーの戦略インパクトの考慮
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てきた組織能力（コアケイパビリティ）が、
環境変化によって逆機能化することを指摘し
たLeonard-Barton（1992）のコア・リジディ
ティの問題を克服し、持続的競争優位の実現
を目指す戦略的マネジメントである（永野…
2010,pp.184-190.）。代表的な論者はDCを以下
のように定義する。Teece…and…Pisano…（1994…
p.541）は、「企業が新しい製品やプロセスを生
み出し、変化する市場環境に対応できるように
するコンピタンス/ケイパビリティのサブセッ
ト」であるとし、Teece…et…al.（1997,…p.516）は、

「急速に変化する環境に対処するために社内外
の能力（competences）を統合、構築、そして
再構成する企業の能力（ability）」であると規
定する。さらにTeece…（2007,…p.1319）おいて
は、「優れた長期に渡る事業業績を支える無形
資産の創造・展開・保護を可能にするケイパビ
リティ」と規定されている。またヘルファット
他（2010,…p.6）は「組織が意図的に資源基盤を
創造、拡大、修正する能力」と規定する。つま
りDCは概念的には自社の競争優位を揺るがす
環境変化に主体的に対応し、企業外部の資源活
用をも含め、自社の競争優位の基盤を保持・拡
張するための自己変革能力と捉えられる。

テ ィ ー ス（2013,pp.xii-xv.） は、DCFは 無
形資産や他主体の保有する諸資源の創造・形
成・活用に焦点を当て、企業が株主を含めた諸
ステークホルダーのために富を創造する能力の
照射・説明を射程にした戦略的マネジメントで
あると指摘する（2）。またDCFは企業をビジネ
ス・エコシステム（以下BES）に埋め込まれた
存在と捉え、その形成・再編をDCの射程（課
題）にする。BESは企業、その顧客・供給物に
影響を及ぼす組織、制度、個人等の諸要素か
ら構成されるコミュニティと規定され、供給
業者、規制・司法当局、規制を制定する諸団
体、教育・研究機関等を含め、イノベーショ

介した関係なのかどうかでも、ステークホ
ルダーの価値創造におけるプレゼンスに優
劣をつけない。例えばRBVやISVの領域のス
テークホルダーとして想定される価値創造
の構成者は、ビジネス/コアまたは市場的ス
テークホルダー等と表現される（Post…et…al.…
2002b,p.18,p.23）。その多くは企業との接触
が日常的・多頻度で、一定の契約や合意の基
に、価値創造に自主的に関与する構成者という
捉え方を指す。価値創造への貢献に応じて、そ
の活動から便益を獲得することを期待する行為
者であり、ステークホルダーという概念の一般
的理解に最も合致する構成者となる。

それに対峙するのが非ビジネスや非自発的
/契約的ステークホルダーという捉え方である

（ibid,…2002a,pp.19-22.）。日常的に接触がなく、
意志を持って価値創造に関与するわけではな
いが、意図せざる悪影響を被ったり、それを
きっかけに価値創造活動に意図的に影響を行使
する行為者に変容する可能性のある構成者とい
う捉え方を指す（ibid,…p.21）。

前者との関係形成原則が相互利益であり、
後者のそれが否定的な影響を被りたくないとい
う期待に沿うことを前提にした損・被害発生の
事前回避・抑制・軽減もしくは補償（サイドペ
イメント）である。

こうした性質（様相/段階）の構成者を含め、
政府や地域社会、NPO等が社会・政治的領域の
ステークホルダーに位置づけられる。SHVが戦
略的マネジメントの対象として最重要視するの
が、この社会・政治的領域の、中でも非自発
的/非契約的なそれとの関係性や影響力である

（ibid,…2002b,p.…7）。

２−２：��ダイナミック・ケイパビリティの戦
略的マネジメント観

DCは自社の競争優位の発源として機能し
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図1：ダイナミック・ケイパビリティの構成

出典：…Teece（2014,…pp.18-20.），ティース（2013,…p.xxxi,…
1 章とりわけ pp.4-5.… ;…pp.56-60.）；ヘルファット
他…（2010,…1 章，とりわけ pp.3-15.）を参考に作成

ンの創出を支援し、競争のあり方に影響を与
える、ビジネスのインフラの役割を果たす（同
上、pp.16-17.）。つまり市場等の周辺的環境を
戦略要素と捉え理論体系に取り込んだ戦略実
践の定式化を目指す。その無形資産は諸ステー
クホルダーとの関係から構成・編成される。そ
こでの知識獲得やその活用の仕方をイノベー
ション創出とその収益化に寄与する鍵と位置づ
ける（Teece…2007,…p.1319）。

さてDCは、非常に便宜的ではあるが概念的
には図１のように、オルディナリ・ケイパビ
リティ（以下OC）（3）とDCの二層に分散する諸
要素から構成されると構図化し得る。OCは既
存の事業・業務から当該時点で収益を実現す
ることを可能にする能力で（ヘルファット他…
2010,p.2）、企業が特定の経営資源の構成に基
づいて繰り返される行動から形成されるルー
ティンやルールを形成する能力を指す（菊澤…
2018,p.29）。ティース（2013,…p.56）は、DCが
レントを直接生み出す資源やケイパビリティ
を操作するものであり、OCはレントを生み出
す資源、ケイパビリティを作用させる能力と

して、両者を区別する。OCは主に３つのサブ
能力から構成される。それらは（a）諸職能を
管理・調整するオペレーショナルの、（b）経営
者・管理者の既存事業・業務を牽引するリーダ
シップ等のスキル等を指す、マネジリアルの、
そして（c）全社的な目標の整合化や現状の諸
ステークホルダーの利害調整・モニタリングに
かかわるガバナンスの、能力である。

このOCの転換や、環境変化に合致するよう
に再編する能力に位置づけられるのがDCであ
る（Teece…2014,p.32）。DCはOCのメタ能力で
あり（ティース…2013,…p.…57）、OCとは異なる、
競争優位の維持・拡張を主務とする能力とな
る（Teece…2012,…p.1396）。そのDCも、そのミ
クロ的基礎として以下の３つのサブ能力に分解
される（ティース2013,…p.54）。それらは①感
知（sensing）、②捕捉（seizing）、そして③転換

（もしくは再配置:…transforming…/…reconfiguring）……
である。①は機会や脅威の特定、評価とそのた
めの探索にかかわる能力（4）を、②は①に対応し
て、既存の資源、ルーティン、知識を応用し、
再利用する能力を、そして③は企業内外におよ
ぶ資源基盤の再編・拡張に関する活動を支える
能力を指す。

従って、かなり概略的な理解になるが、DC

は機会や脅威等、環境を察知する能力と、それ
に基づき資源を再編集する能力に大別し得る。
補足は部分的にどちらにもかかわる、もしくは
両者を媒介する能力となる。例えばヘルファッ
ト他（2010,…pp.5-6.）は、DCは組織の資源基
盤に関して２つの機能を果たすと指摘する。第
一に「探索と選択」、第二に（資源基盤の）活
用である。前者には資源の創造の側面が、後者
には実行に関連する側面が含まれる。つまり企
業の資源基盤に補完資産を取り込んでいく活動
とされる資産のオーケストレーション（ティー
ス2013,…pp.69-77.）や、超過利潤の長期的獲得
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３．�ステークホルダー・アプローチの戦
略的マネジメントのリフレクション

３−１：�各戦略的マネジメント観の競争優位
の論理

主流派の戦略的マネジメントは企業の成功
を説明・指導する際、戦略の差異に着目する。
バーニー（2003上,…p.59）は戦略とは、競争に
成功する個別企業のセオリーであり、成功とは
競合との間に競争優位を構築し得ることである
と指摘する。そして競合他社による戦略の模倣
を通じても失われることのないそれを持続的競
争優位（sustainable…competitive…advantage）と
捉える（同上、p.257）。この競争優位の源泉、
獲得及び持続化の論理は表３のように、戦略マ
ネジメント観によって異なる。

ISVは5Fs分析から、収益上有利な産業や業界
内の戦略グループを選択する。そのポジション
が競争を回避し、高収益を得る競争優位の源泉
となる。その利点を活かす独自の価値提案に
そって、コスト優位、差異化、集中化という
基本的方向性の内の１つを選択し、当該ポジ
ションを防衛し、競争優位を確保する（Sachs…
et…al.2011,…pp.19-26.参照）。そして価値提案に
そった競合とは異なる独自のバリューチェーン
編成、戦略適合性（やらないことの徹底）の確
保等を通じて、持続化を図る。

それに対してRBVは企業の保有する資源構成
や、その蓄積・活用にかかわる組織能力こそが
競争優位の源泉であると捉える。企業が保有
する資源構成にしろ、その蓄積・活用の基盤
となる組織能力にしろ、それらの付帯には経
路依存性が作用する。市場で調達することも、
また競合が体系的に模倣することも困難であれ
ば、それが競争優位の源泉として作用すると考
える。その組織プロセスやルーティンの強化が
競争優位の持続化に繫がる（Sachs…et…al.2011,…
pp.26-32.;永野…2010参照）。そこでは知識獲得

に向けた資産の持続的な開発・再配置に関わる
戦略的プロセスとされるデザイン付帯型進化

（同上、p.100,…pp.108-111.）、そして戦略的適合
性確保に向けた共特化のマネジメント（同上、
pp.42-46.）等の諸概念は捕捉の一部、または転
換もしくは再配置（＝実行）にかかわる活動・
能力であり、その主たる対象はBESの構築・拡
張・再編となる（同上、pp.104-106.）。

ティース（2013,…p.xvii）はDCFにおいては、
企業が機会を感知・創造・捕捉・受容を図ると
同時に、競争上の脅威のマネジメントに取り
組むのに必要とされる転換を実行していく際
に、どのように資源・特殊資産の拡張・修正を
行い得るか、ということに焦点を当てると述
べ、DCの役目は以下の３つをいかに実現する
か、ということにあると指摘する。それらは
㈠組織のケイパビリティの拡張、㈡ケイパビ
リティと事業環境の同期化、そして㈢その組
織にとって有利な事業環境の形成、である。

しかしこうした諸活動の、つまりDCの起点
は感知の能力にある。その担い手として重視さ
れるのが、経営者（経営陣）であり、とりわけ
企業家的経営者の能力に焦点を当てる（同上、
pp.99-108.）。その能力はダイナミック・コグニ
ティブ・ケイパビリティやダイナミック・マネ
ジリアル・ケイパビリティという特殊なDCにカ
テゴライズされる（Helfat…et…al.…2007,…p.121）。
それは個人の資質や選択的知覚ではなく、機
会や脅威を認知する能力と位置づけられる。
ティース（2013,…p.61）は、企業家精神が機会の
感知・理解、物事に着手・統合するための新し
い適切な方法の発見と結びついていると指摘す
るが（Teece…2012;2014も併せて参照）、それが
資質なのか、能力なのかは曖昧なままで、先見
の明や直観といった類の理解を脱していない。
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には、ポジショニングだけではなく、バリュー
チェーンの編成のように、企業内外に及ぶシス
テムの編成とそのマネジメント（＝組織能力）
が欠かせない（5）。

DCAは既存の戦略的マネジメント観の競争
優位の論理における諸要素の手段－目的関係
を、ある種逆転させる。DCAの競争優位の源泉
は、既存秩序の破壊にある。市場不均衡の創出
が源泉の鍵となる。生産要素の新結合、とりわ
け新資源の供給源確保、新しい組織形態の採用
を足掛かりとした、イノベーションの創出に
よってその実現を目指す。その具体となるのが
臨機応変なBESの再編である（ティース…2013,…
p.5,…p.11）。企業組織と意識的に相互作用する
ステークホルダーとの関係性をコーディネイト

と活用を機能させる組織学習のあり方が競合と
の間での当該企業の戦略の独自性や成功要因と
捉えられる。ISVの観方では、単なる業務効果

（operational…effectiveness）と位置づけられる
要素が、その効力を蓄積・発揮する過程に、時
間圧縮性や経路依存性が作用し、模倣や調達の
困難な、戦略としての効果をもった組織能力に
なると捉えられるのである。

ただしISVとRBVは競争優位や戦略の成功の
見立てとして、対立するというよりは、補完関
係にある（バーニー…2003上、4,5章,…野中、紺
野…2007,…pp.57-58.）。保有資源やそれを蓄積・
活用する組織能力が、選択する産業内の戦略グ
ループの利点を活かす実行力となるからであ
る。ISVにおいても、競争優位の獲得・持続化

表３：諸戦略的マネジメント観における競争優位の論理

競争優位の源泉 競争優位獲得の論理 競争優位持続化の論理 利益の性質
RBV 資源の固着性、資源の

異質性を持った企業内
の資源構成←資源の蓄
積過程の独自性

経路依存性が作用し市場で
取引・入手 / 複製困難性ま
たは高コストによる、当該
資源構成の模倣困難性とし
ての作用（OE：業務効果の
戦略としての機能）

資源移動障壁の構築←資源の
編成、活用のルーティン、そ
のルーティンを組織において
恒常化・正当化する学習

リカード・レント：資
源供給の希少性に起因
するレント（パレート
レント＝効率レント by…
Sachs…et…al…2011,p.30）

ISV 産業構造における収益
構造上、有利なポジ
ション

5F 分析による産業とそこで
の戦略グループの選択（収
益獲得に有利な産業構造上
のポジション、産業内の戦
略グループの選択）

独自の価値提案を体現する
TVC（tailored…value…chain）の
構築、戦略適合性（やらない
ことの徹底）の確保＝参入障
壁として機能…（＋クラスター
等競争コンテキストの整備＝
環境操作＝障壁持続化に寄与）

ポーター・レント：ポ
ジショニングを通じた
競合に対する参入障壁
構築による自己のポジ
ションの防衛により獲
得できるレント（独占
レ ン ト…by…Sachs…et…al…
2011,p.30）

DCA （イノベーション創出
による）市場不均衡
の創出⇄新しい競争基
盤・ルールの整備（企
業内外に及ぶ資源基盤
の編成）

（獲得の前提条件として）ビ
ジネス・エコ・システムの
編成・再編による既存競争
ルールの中で作用していた
資源基盤における経路依存
性の無力化

環境変化に対して、もしくは
それを見越した、企業内外に
及ぶ当該資源基盤の改変（競
争基盤の自主的修正を意図と
したイノベーション創出の連
続化）

シュンペーター・レン
ト（イノベーション創
出による市場の不均衡
化によるレント）

SHV 資源保有者であり企業
の価値創造活動に自主
的・非自主的に貢献す
る諸ステークホルダー
との関係特殊性

単なる資源のキャリア/オー
ナー / 提供者を超えた主体
としてのステークホルダー
の信頼・コミットメント獲
得による OE の戦略的作用、
業務遂行効率向上

３つのライセンス（操業、革
新、競争）の均等化を通じた
関係特殊資産としての諸ステ
ークホルダーとの関係性の保
持・再編（経路依存性の作用
する関係特殊資産の模倣障壁
化としての作用）

（経済的利益を超えた）
組織富→相互価値（融
和する利害領域の拡大）
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することである。競合が資源基盤の構成やその
活用の組織能力を醸成するには、時間と特定の
蓄積パターンを要する。それが模倣困難性とし
て作用し、競争優位の持続化に寄与する。外部
資源を活用し、資源基盤をダイナミックに再編
することは、競合がその形成に作用してきた
時間圧縮効果を無力化する。そしてその再編・
編成パターンがイノベーション創出の連続化の
新たなルーティンとなる余地を持つ。BESの構
築の際に、外部資源の活用において、自社資源
との融合的使用を可能にすれば、新結合の作用
のパターン、それを引き出すルーティンを促
進・獲得することになるからである。

SHVはその観方を構築する際に、初期のDCA

の着想（Teece…et…al.…1994;…1997）の影響を受
けている（Post…et…al.…2002a,…p.52,…p.54.;Sachs…
et…al.…2011,…p.30,…p.128,…PartⅡ）。またRBVにお
けるステークホルダーとの関係観を原則的には
肯定・支持している。貴重な資源の提供とか
れらとの協働がなければ、競争優位を生み出
し、確保する資源基盤の構築もイノベーショ
ンの創出も実現し得ず、故に戦略の成功も、
制度としての正統性も確保し得ないとである。
しかしその関係形成主体をより広義に捉えるこ
と、そしてかれらを単なる資源のキャリアとし
てではなく、感情や個性をもった人間として戦
略的マネジメント観に包含することを指向する

（Sachs…et…al.…2011,…pp.58-59.）。また広範な諸
ステークホルダーとの関係を競争優位の源泉と
捉え、その関係を形成・維持・再編する能力を
競争優位の獲得・持続化の要素として重視する

（Post…et…al.…2002a,…p.53;…2002b,…p.18,…p.22,…p.25;…
Sachs…et…al.…2010,…p.148）。

そしてその大前提に、正統性の確保・堅持
を位置づける。SHVは環境もしくは関係性の変
化のダイナミズムの源泉が社会・政治的領域に
あると考えるが故に正統性の堅持を重視する。

する組織デザインの実行能力こそが、DCの発
揮（可視化）される対象となる。

この点はDCFがその利益の性質としてシュ
ンペーター・レントを目指すことからも裏付け
られる（ティース…2013,…p.57,…pp.119-120.）。
ISVやRBVの利益（の性質）はリカードレント
やポーターレントである（6）。どちらも原理的に
は防衛の論理に基づく。競争優位の源泉を発見
し、それを参入や模倣を防御する仕掛けを通じ
て確保する。それに対して、シュンペーター・
レントは生産要素の新結合によるイノベー
ションによって得られる利益となる（Teece…
2007,pp.1344-1346.）。

ISVやRBVの競争優位の論理が、その発見→
獲得→持続化というパスであるのに対して、
DCAはBESの再編（生産要素の新結合）によっ
て、既存市場秩序の再編から、新しい競争優位
の源泉を創出することを指向する。従来の戦略
的マネジメント観では競争優位の獲得と持続化
の行為に位置づけられる営為が先行して、新
しい競争優位の源泉創出の役割に位置づける。
従ってDCが作用する資源基盤の拡張・再編は
持続化（防衛）の手段というよりも源泉創造を
意図している。そして一端確保した源泉を何ら
かの形で防衛するのではなく、イノベーション
創出の連続化によって新しい競争優位の創造の
連続化によって、持続的競争優位（の確保）を
図ろうとするのである。

赤尾（2010,…pp.105-109.）はDCのBESの組織
デザインは企業内部の資源・能力の更新に関わ
る（取得、移転の）コスト低減と同時に、企業
の境界の再設定によって外部のそれらの活用コ
スト低減をも意図していると指摘する（7）。企業
境界の再設定による外部資源の活用には以下の
効果を期待できる。それは、競合が既存の市場
秩序に合致した中で構築した競争優位の源泉や
獲得に作用してきた経路依存性の効力を無力化
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ルダー・マネジメントを、搾取的な動員では
なく、関連する全ての諸ステークホルダーの目
標、懸念を考慮に入れた、組織の方針と慣行の
開発・実施と規定し、それを価値創造システム
としての関係特殊資産の維持・拡張・再編の能
力を育成する組織学習の枠組みに位置づける

（Post…et…al.2002a,…p.63）。
そしてステークホルダーとのインタラク

ションによる長期に及ぶ企業の戦略・構造及
び文化の変化の変遷を調査した事例分析から
３つの学習の型を提起する（Post…et…al.…2002a,…
pp.199-200.;… Sachs… and…Rühli… 2011,… pp.158-
161.）。それらは①適応（adaptive）、②更新

（renewal）、そして③変質（transformational）
学習である。①は既存の参照枠の中で漸進的対
処を行うパターンの学習とされ、主に戦略の外
形的変更に、②は既存の認識枠組みの再編を伴
う二次学習の余地を持つが、戦略を主導する構
造（＝組織的ルーティン）の再構築に留まる。
そして③は全社的な文化・価値観のレベルに及
ぶ抜本的な変化を伴う学習とされ、ビジネスの
発想とは異なる認識枠組みを持った主体との相
互理解の結果の転換とされる。ここで文化は組
織ルーティンを形成する組織能力と同意の扱い
となる。

それを踏まえ、規範的なステークホル
ダー・マネジメントの指針として３つのライセ
ンスの取得をあげる（Post…et…al.…2002a,…p.239;…
Sachs…et…al.…2011,…p.83）。それらはⓐ操業、ⓑ
革新、そしてⓒ競争のライセンスである（Sachs…
et…al.…2011,…pp.78-82.,…p.93）。ⓐは社会・政治
的領域の諸ステークホルダーとの関係次元を
対象とし、社会からの承認、つまり正統性の
獲得をその課題とする。そのために当該ステー
クホルダーとの間で、問題の共通認識を深掘り
し、協働の共通基盤を探索すること、とりわけ
自主的、非自主的なステークホルダーの貢献の

そして諸ステークホルダーとの関係の持続化の
ために、当該関係性（＝拡張された事業体）以
前に、企業自身のイノベーションを指向する。
SHVは組織富に象徴されるように、利益の内実
を経済的価値に限定しない。価値創造のコンテ
クストの整備・堅持に主眼を置く（8）。

そもそもSHVは規模を背景とした強大な権力に
基づく、広範なインパクトの創出自体を企業のア
ウトプットの一種と考える。このインパクトを、
非自主的・契約的構成者を企業の価値創造活動の
中で捉える論拠とする。それは時に、不利益や損
害付与の要因となり、企業やその価値創造システ
ムに悪影響を与えることを意図としたステークホ
ルダーの行為を誘発しかねない。故に非自主的/
契約的及び間接的な諸ステークホルダーを、価値
創造システムの防衛という観点からも、経営者が
正統な憂慮を払うべき対象と位置づける根拠とす
る（Post…et…al.…2002a,…pp.11-12.）。

Post…et…al.（2002b,…p.20）はステークホルダー
のパワーとして以下の２つを想定する。第一に
企業から資源を引き出す能力、第二に社会・
政治的力を動員する能力、である。またステー
クホルダーによって企業に提供される資源の中
に、企業の存在や活動に対する社会的承認を包
含する（ibid）。社会・政治的領域のステーク
ホルダーがこの資源（影響力）を最も保有し、
行使する存在に位置づけられる。またかれら
の働きかけやそれへの企業の対応次第によっ
て、協働的ステークホルダーが社会・政治的な
行為者に変質するという。こうしたステークホ
ルダー・ネットワークのダイナミズム、企業へ
の直接/間接的影響の創出力及びその高不確実
性から、当該ステークホルダーを重視する。

３−２：�組織学習の枠組みとしてのステーク
ホルダー・マネジメントの陥穽

Post…et…al.（2002b,…p.9）はSHVのステークホ
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に該当する。そして傾聴（望ましい学習相手）、
対応（適応、調和の学習相手）、交渉（防衛的
姿勢を要する好ましくない学習相手）等、対応
姿勢の型を示唆する（Post…et…al.…2002b,…p.23）。
またSachs…et…al.（2010,…p.149）はソーシャル・
イシュー・マネジメント（SIM）の着想を活用
し、特定のステークホルダーとの協議型学習の
プロセスや手順をまとめている。そこではス
テークホルダーの企業に対する主観的な認識を
客観化することを学習の課題とし、第三者的な
コーディネーターが対立解消を調停する学習の
枠組みや手順を提示する（ibid…p.150）。

こうした理解は、社会もしくはステークホ
ルダー問題は、行為者（＝ステークホルダー）
の主観的認識に基づく問題のラベリングに起
因し、その拡大によって企業が対応すべき課
題となると考えるCSR2やSIMの知見を前提にし
ている（小山…2011,…pp.38-74.参照）。社会・政
治的領域のステークホルダーをも含め、協議
にしろ、敵対にしろ、接触を介した学習の研
究は、比較的蓄積がある。例えばステークホ
ルダー・エンゲージメントの議論である。し
かし、そもそもどのように学習対象となるス
テークホルダーを選定するのか、また接触を前
提とせず、ステークホルダーの主観や社会の意
向を感知する能力の議論は稀薄である。CSR2

は元々社会問題の把握にステークホルダー概
念を援用しているだけで（高岡・谷口…2003,…
p.16-18.;高岡…2006,…pp.173-176.）、ステークホ
ルダーの認識や意向、ましてや社会を感知する
能力を特定するものではい。それは社会の変化
に対する外形的な企業の反応の型を類型化した
もので（谷口2006;小山2011,…pp.38-41.,…pp.51-
66.参照）、その起点となる能力の具体について
は実はアプリオリのままである。

ヘルファット他（2010,…p.11）はDCの実行力
はコンテクストに依存すると指摘する。その

把握を重視する（ibid,…pp.95-103.）。ⓑはRBV領
域のそれを対象とし、経済活動の継続と共にイ
ノベーションの実現を促す諸資源を確保し、関
係特殊資産の経済的価値創造力の堅持・強化
を課題とする（ibid,…pp.114-132.）。そしてⓒは
ISV領域のそれを対象とし、以下の意味合いの
ポジションの獲得を課題とする。拡張された事
業体を構成する直接的ステークホルダーだけで
はなく、そのコンテクストを構成する間接的ス
テークホルダーとのかかわりの把握や競合の存
在をも、自己のポジション（競争のあり方）を
修正・自省する動機づけの参照軸にする。そう
した姿勢（＝ポジション）が獲得対象となる

（ibid,…pp.133-153.）。
RBVやDCFにおける位置づけと同様に、SHV

においても組織学習は、競争優位に寄与する組
織能力に据えられる。Post…et…al.（2002a,…p.198）
は学習は出来事ではなくプロセスであり、経
験から情報や見識を引き出し、かつ知識を蓄
積・変換する組織能力を構築すると指摘する。
そのルーティンの形成と活用のそれには経路依
存性が作用し、模倣障壁として競争優位の源
泉・獲得に寄与するとである。その持続化のた
めにステークホルダーに関する知識を競争優
位性の堅持に不可欠な情報源と認識し（Post…et…
al.,…2002b,…p.23）、その関係性を柔軟に維持・
再編し得るようにするステークホルダーとの学
習のあり方は中核能力になると指摘する（ibid,…
p.18,…p.22,…p.25）。

Post…et…al.…（2002a,…p.199;…2002b,…p.23）はステー
クホルダー・マネジメントの基本となる、環境
認知、つまりステークホルダー問題の把握と対
処のモデルに、CSR2の感応（responsiveness）概
念を援用する。例えばステークホルダー・マ
ネジメントの運用スキルとして、環境スキャ
ン、問題予測、問題とそのインパクトの測
定、報告を指摘する。報告以外は、感知の活動
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ダーが社会を代表する、と暗黙の内に想定され
るが、社会とステークホルダーは同義ではな
い。企業は価値創造基盤としての諸ステーク
ホルダーとの関係性の形成・維持・再編の中
で、自己変革の余地を持つ。故にこそ学習とい
う視点が、競争優位や正統性の獲得を照射する
術として説得力を持つ。企業は単にステークホ
ルダーや社会から一方的に正統性を付与される
のではなく、価値創造活動を通じて、その社会
の形成の一翼を担い、部分的にしても、正統性
の中身の変質・再編にも、関与する。

３−３：�制約された合理性の中での感知の能
力としてのイナクトメント

こうした認識を前提に、感知の起点とその
展開を照射する手掛かりとなるのが、ワイク

（1997）のイナクトメント（想造）の概念であ
る。野中・遠山（2005,…pp.90-91.）は当該概念
を援用し、企業はただ単に環境変化に適応する
のではなく、またその適応のあり方が客観的に
存在する環境によって決定づけられるのでもな
く、行為者の経験や意向に基づく主観によって
想造された環境に適応している、と捉えること
の重要性を指摘する。そこでは環境もそれに対
する行為としての戦略も、関係する行為者間の
相互作用の中で創造（想造）されることになる。
またTeece…et…al.（1997）におけるDCの獲得プ
ロセスやそれによる競争優位の持続化のメカニ
ズムの説明が経営者個人のある種、特殊な資質
や能力に依存し過ぎていると批判し、戦略の形
成・実践を組織的営為として捉えることの重要
性を強調する（野中・遠山…2005,…p.91）。

この想造には２つのニュアンスもしくは段
階があるように思われる（ワイク…2001,…pp.8-
11.）。既に起こった出来事（環境変化）の解釈（意
味づけ）としてのイナクトと、変化が起こる以
前の「読み」としてのイナクトである。ワイク

探索を担うのが感知であり、ティース（2013,…
p.13）はその課題として、BESの研究開発等の
技術的動向の探索以上に、BESの周縁部の探索
を、イノベーションを起動する知の獲得対象と
して重要視する。実質的に諸ステークホルダー
との関係から構築される資源基盤の形成・拡
張・再編の能力を扱うDCAにおいても、その起
点としての感知の能力やそれが発揮されるメカ
ニズムは曖昧なままであり、少なくともその
再現可能性は稀薄である（永野…2015,…pp.114-
122,…pp.136-155.参照）。

SHVでは、社会・政治的領域が操業のライ
センスの源泉とされ、その獲得は社会・政
治的領域の構成者のニーズや期待に合致する
ことに依存する。しかしその期待や行動を事
前に予測することは困難であるが故に、自社
が埋め込まれている（自然環境を含む）社会
を尊重し、その利益に資する企業経営がSHV

を体現する主体的な営為と捉える。人権・個
人及びコミュニティーの尊重という社会的
価値や理念は、その動機が経済的又は手段
的なものであっても、関係特殊資産として
のステークホルダーとの関係の堅持のために、
RBVやISVの関係観であっても考慮・実践され
る余地はあると考える。しかし社会や自然環境
の利害は、操業のライセンスを触媒にしたSHV

でしか包含され得ず、その実行力は経営者の倫
理観、価値観とそれを許容する組織の文化に依
存する、とSHVの戦略的マネジメント観は考え
る（Post…et…al.2002a,…pp.80-93.;Mattingly…2004,…
p.520）。

こうした見立てでは、社会・政治的諸ス
テークホルダーの要請（期待）への合致と社
会的承認の獲得を同義に扱っており、企業の
主体性を看過すると共に、「社会のステークホ
ルダー化」の認識に陥っている（高岡・谷口…
2003,…pp.19-20.）。そこでは当該ステークホル
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である。
制約された合理性の中で、感知の能力を

合理的な探索とそれに基づく選択に限定すれ
ば、差異化を指向する戦略を主導する判断・
行為の多様性の説明には限界がある。SRB指
向の組織学習の枠組みとしてのステークホル
ダー・マネジメントの場合、SHVが目指すよう
に、それを戦略的マネジメントとして位置づけ
展開するのであれば、外界やその変化を自分事
として認知・想造しなければ、情報は外界の
認識や自己の変質にとっての鑑とはならない。
社会・政治的領域の諸ステークホルダーの自社
へのコンタクトは勿論、他者への働きかけ（間
接的影響）を、ノイズとしてではなく、自分事
として捉える（想造する）ことを必須とする。
それには自省的であることが求められる。競争
のライセンスが想定するように、競合やその
ネットワークが自己変革のベンチマークとして
動機づけの参照軸として機能するには、関係特
殊資産としてのステークホルダーとの関係性を
形成・維持・再編する感知の起点として自省的
な想造を必然とする。

感知の起点に、想造を想定することで、企
業は単に外界に迎合するのではなく、外界（と
その意識）＝コンテクストの構築に関与しなが
ら、自らの行為を修正・再編するという局面を
捉える余地を持つ。それによって、企業の主体
的で向社会的な意向を組み込んだ価値創造の動
態照射に道を拓く。

４．むすび
本稿は代替的な戦略的マネジメントを指向

するSHVの特徴を、主流派の戦略的マネジメン
ト、特にDCA/DCFとの対比から、明示し、そ
の洗練化に必要な課題を導出した。それは多様
な諸ステークホルダーとの関係から構築される
価値創造基盤の形成・維持・拡張の能力の起

（2001,…p.8）は解釈とセンスメーキングの関係
や差異の説明において、こうした理解の手掛か
りを示している。かれは解釈がテクストをどう
読むかに焦点が当てられるのに対して、センス
メーキングはそれに加えて、そのテクストがど
う構築されたのかをも問題にすると指摘する。
つまり後者は認知対象の創作を随伴する。かれ
は個人と組織のイナクトメントは同一ではな
く、また想造は選択的認知等ではないことに留
意する必要があると主張するが（同上、p.107）、
センスメーキングは自己の直面する環境の一部
を自ら創作する行為であるイナクトメントを介
して成立する（同上、2001,…p.41）。センスメー
キングが、テクストを構築する過程をも含むこ
とは、そこでの想造が行為者単独ではなく、間
主観的ものであることを示唆する。その意味で
感知の能力は、経営者をはじめ特定の行為者個
人の暗黙知ではなく、組織的営為の結果と捉え
ることが妥当なのかもしれない。

テクストを構築する想造が複数の行為者の
間の相互主観性に基づくということは、企業

（経営者）のDCという能力の本質、少なくとも
その起点の考察は勿論、「社会」やその意識・
変化を理論的に照射する際の重要な手掛かりと
なる。「企業と社会」論や戦略論をはじめ、経
営学は多くの領域で、社会を「環境」として認
識してきた。物理的な空間・領域もしくはそれ
を構成する行為者の（機能・役割充足関係的な）
相互作用から構成される、とである。環境はシ
ステムとしての自己を制御するルールを適用す
ることのできない、自己以外の他者又は外部と
位置づけられる。しかし社会とは空間や領域で
はなく、企業や諸ステークホルダー等、多様な
行為者相互の想造に基づく意識の集合体と捉え
た方がより現実的なのかも知れない。企業はそ
のコンテクスト構築に関与すると共にその解釈
や読みを通じて自己の振る舞いを想造する、と
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ざる結果として不祥事が発露するメカニズムと
その解消のための組織の意識変革のマネジメン
トの説明にである。しかし本稿は、想造概念が
経営倫理や向社会的価値観の形成・堅持・強
化・変質、そしてその能力の動態の、照射にも
活用し得る、と考える。

こうした設定によってこそ、制約された合
理性の中で、戦略は勿論、企業の向社会的行動
やそれを指導する意思決定、その主体的な変
質（新しい社会的役割の受容とその役割を実現
するための仕組創出のための企業のイノベー
ション）を照射する余地を持つ。こうした見立
てが本稿の含意である。

しかし、本稿はあくまでも枠組み整理の課
題提示に主眼があり、想造の２段階の具体的な
活用方法を含め、枠組み自体の提示には至って
いない。社会を、その構成者である、企業を含
めた多様な諸ステークホルダーとのイナクトメ
ント（もしくはセンスメーキング）の結果とし
て捉えるというのは、アイデアとしては成立し
ても、その実行は容易ではない。提示した課
題を軸に、組織フィールド観の知見をベース
に、社会構成主義の諸概念を接合しつつ、より
実現可能の高い枠組みに発展させることが、本
稿の展開に不可欠な、残された課題となる。

（2019年９月27日脱稿）

＊…本研究はJSPS科研費…JP-16K03808の助成を受けたものであ
り、その研究成果の一部である＊

注釈
（１）… …SRBとはCSR（Corporate Social Responsibility:

企業の社会的責任）や経営倫理の実践を
指向して企業の「経済的利益」と「社会
的責任の実施に伴う社会的価値・便益」
の同時並行的創出もしくは後者を経た上
での前者の達成を前提にした事業展開や
そうした企業統治の実践を指向する議論
と規定する。

点照射の理論上の意義の指摘であり、環境創
造・認知の能力としてのイナクトメント（想造）
への注目であった。

企業組織と多種多様なステークホルダーと
の関係体を分析単位とし、その関係体を業務
的意思決定の定式化から経営行動を照射した
のが、サイアート＝マーチ（1967）の連合体

（coalition）の概念であった。連合体には経済
主体のみならず、行動原理の異なる多様な諸ス
テークホルダーが分析単位に包含される。その
連合体の編成を照射する視点が（比較的定常的
な環境の中での企業組織の存続、安定化を目的
とした）組織均衡であり、満足化原理の意思決
定であった。そこでは経済主体以外のステーク
ホルダーは経済合理性からではなく、均衡確保
の為に補填（サイドペイメント）という形の誘
因と引き換えに貢献を継続すると捉えられる。

SHVとDCAは、拡張された事業体やBESを
対象に、この連合体を、その編成や再編を、
戦略的意思決定の対象として捉える（ティー
ス2013,…pp.68-69.,…pp.74-75.,…pp.90-92.,…pp.95-
99.;Sachs…and…Rühli…2011,…p.66）。制約された
合理性の中で、平均よりも秀でた経営行動を捉
える場合、合理的意思決定からのみでは照射し
きれない部分がある。例えばそこでの戦略的意
思決定は経済的利益の一元的な最大化を前提に
しているであろうか。結果として、獲得利益の
増大とその継続は指向しつつも、その決定の性
質や原理は、利益（価値）のみならず、それを
生み出す企業という行為体の、漸進的な拡充や
変質を伴う存続という意味での成長を目指した
多元的目標の最適化のように思える。

小山（2011,…pp.67-78.）は、企業不祥事の発
生メカニズムの照射とその回避・抑制の実践を
定式化するためにイナクトメントの概念をCSR

研究にいち早く取り込んでいる。現場を中心と
した組織が近視眼的な問題認識に陥り、意図せ
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際に、コンテクストやその構成者、そし
てそれらとの関係がいかに重要な要素に
なっているのかを、つまりSHVや組織富
の構想の妥当性を、示唆する。

（６）… …Sachs… and…Rühli（2011,p.19,p.27,p.30）
はRBVの利益（の性質）はパレートレン
ト、つまり効率レントに、ISVは準独占
レントに起因すると指摘している。レン
ト概念の種類や詳細に関してはティース

（2013,p.50）の訳注を参照。
（７）… …Post…et…al.（2002b,…p.7）によると、拡張

された事業体の元々の発想も、企業と供
給業者等を中心とした関係者間での、協
働関係形成によるコスト共有・低減を目
指したものであった。その方法として当
該関係体の設計は、複数主体間で類似も
しくは補完可能な活動の共有による間接
費低減や固定費の共有分散効果確保に主
眼を置く。

（８）… …こうした戦略的マネジメント観は主流派
からすれば異質かもしれない。しかし
Tantalo…and…Priem…（2016,…p.320）は戦略
的マネジメント論の主題が「リソースか
らレントへ」から「便益に対する（諸ス
テークホルダーの）支払い」に移行して
いると指摘する。前者はまさにRBVから
DCFへの展開を、後者はSHVと類似した
着想を、指す。かれらの提唱するステー
クホルダー・シナジーも、またかれらの
見立てではCSVも、後者のトレンドに該
当する。
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深刻化する地球環境問題に対して、これらの概
念（環境の内部化と外部化）からのアプローチ
を試みている。また、大野・葛山・山下（1992）
は、現在の地球環境問題を、自然空間における
資源領域と排出物領域のバランスが崩れること
として捉える「資源循環の概念モデル」を提示
し、この概念モデルを基に、山下・鄭（2010）
は「資源循環の領域推移確率モデル」を提案し

１．はじめに
現在の地球環境は、多くの問題を抱え、刻

一刻とその問題が深刻化しつつあると言われ
る。そこで、こうした問題に歯止めをかけるべ
く、地球環境保全のためのさまざまな活動が展
開されている。

こうした状況をふまえ、鷲田（1999）は環
境の内部化と外部化の概念を提示し、しだいに

資源循環における環境対応行列の推定モデル

An…Estimation…Model…of…Environment-responsive…Matrix…in…Resource…Circulation

明治大学 権　　　善　喜
Meiji…Univ. Sunhee Kwon

明治大学 山　下　洋　史
Meiji…Univ. Hiroshi Yamashita

ABSTRACT
In… this… study,…we…propose… a…new…analytical…model… to… estimate… the…elements…of… the…
“environment-responsive…matrix”… proposed… in… the… past… study…（Kwon,…Yamashita,…
2018）.…The…proposed…model… in… this… study… is… an…analytical…model… that… estimates… the…
environment-responsive…matrix… required… to… realize… the… numerical… values… given… an…
environmental…target…vector.……The…matrix…quantitatively…shows…how…much…environmental…
correspondence…（3R…activity…and…artificial…purification）…is…required.
Furthermore,… the… elements… of… the… environment-responsive…matrix（anthropogenic…
purification… ratio,… reduce… ratio,… recycling… ratio,… and… reuse… ratio）…are…estimated…by… the…
proposed…model,…based…on…the…simple…numerical…examples…of…the…environmental…target…
vector…and…the…domain…transition…probability…matrix.……Then…the…validity…and…effectiveness…
of…the…proposed…model…are…examined…from…the…results…of…the…above…analysis.

キーワード
地球環境、環境の内部化、環境の外部化、環境目標ベクトル、マルコフ連鎖
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ている。
一方、前報（権・山下,…2018）では、環境の

内部化（鷲田,…1999）を推進する取り組みを簡
潔な形式で記述すべく、「環境対応行列」を提
案している。この行列は、リデュース率・リサ
イクル率・リユース率によって構成される3R
行列（山下・坂井・村山,…2011）に、人為浄化
率と生産同期化率を組み込んだ行列であり、現
時点で考えられる環境対応、すなわち3R活動
と人為浄化と生産同期化を、この行列の中に集
約することができる。さらに、上記の環境対応
行列に簡単な数値例を設定し、t 時点の環境状
態ベクトルと∞時点後（t →∞）の環境状態ベ
クトルを推定している。これにより、将来の地
球環境が危機的状況にあること、そして上記
の環境対応（3R活動と人為浄化と生産同期化）
が、こうした危機的状況を若干なりとも抑制す
る役割を果たすことを示唆している。

本研究では、現在の地球環境問題を経営倫
理における最重要課題の一つとして位置づけ、
社会、とりわけ企業と消費者に対して将来の地
球環境の危機的状況と、人為浄化・3R活動の
必要性を示唆すべく、前報（権・山下,…2018）
で提案した「環境対応行列」の要素を推定する
ための新たな分析モデルを提案する。本研究の
提案モデルは、環境目標ベクトルが与えられた
とき、その数値を実現するために必要な環境対
応行列を推定する分析モデルであり、これに
よりどの程度の環境対応（人為浄化と3R活動）
が必要となるかを定量的に示すことができる。
前報では環境対応行列を既知としていたため、
その要素を推定することができなかったが、本
研究の提案モデルでは人為浄化率とリデュース
量比率・リユース量比率といった環境対応行列
の要素の定量的把握を可能にするのである。さ
らに、本研究の提案モデルに対して、環境目標
ベクトルと領域推移確率行列の簡単な数値例を

与えることにより、環境対応行列の要素（人為
浄化率とリデュース率・リサイクル率・リユー
ス率）を推定し、その結果から提案モデルの妥
当性・有効性について検討していくことにす
る。

２．�資源循環の概念モデルと領域推移
確率モデル

現在、地球規模でさまざまな環境問題が生
じ、経営倫理の観点からもこの問題は最重要課
題の一つであろう。こうした問題意識に基づ
き、現在の地球環境問題を、資源循環の視点
から概念的に記述すべく、大野・葛山・山下

（1992）は図１のような「資源循環の概念モデ
ル」を提案している。この概念モデルは、地球
における資源循環を、自然空間の資源領域→社
会空間の生産領域→社会空間の消費領域→自然
空間の排出物領域→自然空間の資源領域･･･と
いった領域間の推移として記述している。

産業革命以前の地球は、図１における自然
空間それ自体の持つ浄化（自然浄化）の機能に
より資源領域と排出物領域のバランスを保って
きた。しかしながら、社会空間からの摂取と排
出という「環境の外部化」（鷲田,…1999）によ
り、自然空間のバランスが崩れようとしてお
り、山下（2003）はここに今日の環境問題の
本質があるという研究視座を提示している。

一方、図１（大野・葛山・山下,…1992）の概
念モデルは、資源循環のマクロ的メカニズムを
定性的に記述するモデルであったため、定量的
な分析を展開することはできなかった（権・山
下,…2018）。

そこで、山下・鄭（2010）はこの概念モデ
ルに(1)式の領域推移確率行列 P＝（pij）を導入
した「資源循環における領域推移確率モデル」
を提案している。ただし、(1)式の領域推移確
率行列 P の要素 p1，p2，p3，p４は、それぞれ摂
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取率（資源領域→生産領域），販売率（生産領
域→消費領域），排出率（消費領域→排出物領
域），自然浄化率（排出物領域→資源領域）に
推移する確率（領域推移確率）を表している。
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ここで、時刻 t での状態ベクトルを S（t）＝
（a（t），b（t），c（t），d（t））とし（ただし、a（t）：
資源量比率，b（t）：在庫量比率，c（t）：活用量
比率，d（t）：排出物量比率）、領域推移確率行
列Pが時刻t に対して一定であるという仮定を
置けば、t +１時点の状態ベクトル S（ t＋1）は、
S（ t＋1）＝S（t）･ P として表される（山下・鄭,…
2010）。さらに、この状態ベクトル S（t）は、一
般に周期性を持たず収束するため、こうした領
域間推移を無限に繰り返したとき（ t →∞）の
状態ベクトル S （∞）を定常状態ベクトル S＊と
すれば、マルコフ連鎖の性質により(2)式を満
足する。

S＊＝limS (0)･P t ＝ S＊･P     
       t→∞ 

　　 (2)

そこで、(2)式から得られる４元１次方程式
（または、固有方程式）を解くことにより、定常
状態ベクトル S＊を求めることができるのである。

３．�3R行列と環境対応行列
社会空間を構成する生産者と消費者が地球

環境の劣化速度を抑制し、環境破壊を防止する
ための活動として3R活動や人為浄化、生産同
期化に注目し、権・山下（2018）は、これら
の活動を記述するための行列として「環境対
応行列」を提案している。この行列は、3R行列
（山下・坂井・村山,…2011）の要素に、ショー

トカット行列（山下･金子,…2017）の要素（人為
浄化）と生産の同期化を組み込んだ行列である。

 
   q1   －q1     0       0 

Q =        0   －q2                      2q           0        

 q3     q4     q5   －q3－q4－q5 
 0     0     0         0  

q1：リデュース量比率 
q2：生産同期化量比率（ただし、p 2＋q2＝1 とする）
q3：人為浄化量比率 
q4：リサイクル量比率 
q5：リユース量比率 

（3）

前報（権・山下,…2018）では、この行列Qに
より地球環境の劣化を抑制するための活動を記
述しており、(2)式の領域推移確率行列 P をP＋
Qへと置き換えることで、環境対応行列Qを考
慮したもとでの定常状態ベクトル S＊を、(4)式
のように定式化している。

S＊＝limS (0)･(P＋Q)t＝S＊･(P＋Q)  

           t→∞ 
　(4)

上記の(4)式により、定常状態ベクトル S＊を
推定すれば、3R活動・人為浄化や生産同期化
といった環境対応を行ったもとで、将来（時刻
t →∞）の地球環境がどのような状態になるか
を定量的に知ることができるのである。

４．本研究の提案モデル
ここまでの議論から、図１の資源循環を円

滑化するためには、3R活動や人為浄化・生産
の同期化といった環境対応行列Qの要素を充実
させる必要があることがわかる。それでは、
環境対応行列Qの要素をどの程度の大きさに
する必要があるのであろうか？…前報（権・山
下,…2018）では、環境対応行列Qが与えられて
いる（既知）という条件のもとで、状態ベク
トル S（t）を推定する問題を考えていたため、
Qの要素を推定することはできなかった。すな

‒ 157 ‒



対応行列提案行列Qを推定することにより把握
しようとするのである。

そこで、まず環境目標ベクトルを g＝（g1,……
g2,… g3,… g4）とし、領域推移確率行列 P と環境
対応行列Qを、前報（権・山下,…2018）と同
様、(1)式と(3)式のように表すことにする。た
だし、環境目標ベクトル g の要素 g1は目標資
源量比率、 g2は目標在庫量比率、 g3は目標活
用量比率、 g4は目標排出物量比率であり、生
産と販売の同期化を目標に、本研究では p2＋q2

＝1とする。また、式を簡素化するために、Q1

＝p1－q1、Q5＝p3－q5と置いている。
次に、行列 P＋Q の要素を整理すると、(5)

式のようになる。

わち、この行列Qに簡単な数値例を与えたもと
で、3R活動と人為浄化の効果を分析したので
ある。それは、環境対応行列を構成する各要素
の値を測定することは困難であるという大きな
障害が横たわっているからである。

これに対して、本研究では、将来の目標と
なる資源量比率・在庫量比率・活用量比率・排
出物量比率（これらによって構成されるベクト
ル g を「環境目標ベクトル」と呼ぶことにす
る）を設定し、その環境目標ベクトル g を実現
するために必要な環境対応行列の要素を推定す
る新たな分析モデルを提案する。すなわち、環
境目標ベクトル g の数値を達成するために必要
な3R活動と人為浄化の大きさを、上記の環境

＋

     1－Q1       Q1          0         0 
P Q =        0        0        1                                0       

      q3        q4       1－Q5    Q5－q3－q4 
         p4        0        0       1－p4  

　　
(5)　

ンク落ち」するため、そのままでは下記の方程
式を解くことはできない。そこで、上記のよう
に測定が困難な環境対応行列Qの中でも、範囲
を限定すれば比較的測定しやすいと思われるリ
サイクル率 q4を既知として、これを既知の定
数 K で表し、他の要素（Q1と q3とQ5）の推定
を試みることにする。

ことができる。さらに、q2＝1－p2で、q1＝p1－
Q1、q5＝p3－Q5であるため、これらの値から、

ここで、領域推移確率行列 P と環境対応行
列Qが、時刻 t に対して一定であるとすると、

　　(6)

これより、下記のような４本の方程式が得
られる。ただし、４行４列の行列 P＋Q は「ラ

上記のアンダーラインを引いた式により、
行列 P＋Q の未知数（Q1とQ5と q3）を求める

                   

(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
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により推定した結果は、表２のようになった。
表２の結果を見ると、まず人為浄化量比率 q3

に関して、0.06％（Case-5）～0.46％（Case-7）
という非常に高い数値が必要であることがわか
る。すなわち、本研究で設定した環境目標ベク
トル gを達成するためには、劇的に人為浄化量
を増加させることが求められるのである。しか
しながら、上記の数値（0.06％～0.46％）は絶
対に不可能な数値というわけではなく、将来に
おいて画期的な技術革新があれば、達成可能
な数値ではないかと思われる。また、表２の
結果より、リサイクル量比率 K＝q4が、0.048

（Case-7）から0.052（Case-5）へとわずか8.3％
増加するだけで、Case-7では0.0046であった人
為浄化量比率 q3が、Case-5では0.0006となり、
何と86.6％も少なくてすむことがわかる。この
結果からも、生産者と消費者が一体となったリ
サイクルの重要性が示唆される。

次に、リユース量比率 q5について見ると、
人為浄化量比率 q3と同様に、Case-1～Case-6が
4.74％で、Case-7が3.74％という高い数値が必
要であることがわかる。それでも、近年は「メ
ルカリ」に代表されるように、インターネット
を活用したリユースが社会に定着しつつある
ため、リユースに対する消費者の意識が高ま
り、かつそれを社会で強力に支援するような仕
組み（システム）が構築されれば、やはり十分
に達成可能な数値であろう。

一方、リデュース量比率 q1については、す
べてのCaseで非常に小さい値となっている
が、これは摂取率 p1が0.001（Case-1～Case-6）
と0.002（Case-7）という小さい値であること
に起因しており、こうした摂取率の推定値は現
実的な結果であろう。さらに、生産同期化量比
率 q2がすべてのCaseについて0.1となっている
のは、本研究では生産の同期化を環境目標とし
て設定しているからである。

環境目標ベクトル g＝（g1,…g2,…g3,…g4）を実現す
るために必要な環境対応行列Qの要素を推定す
ることが可能になるのである。

５．簡単な数値例による分析
本研究では、前節で提案した分析モデルの

環境目標ベクトル g＝（g1,…g2,…g3,…g4）と領域推
移確率行列 P、およびリサイクル量比率 K＝q4

に、表１のようなCase-1～Case-7の数値例を設
定し、その際の環境対応行列Qを推定すること
を試みる。これにより、地球の将来において、
環境目標の数値を安定的に実現するためのリ
デュース量比率 q1、生産同期化量比率 q2、人
為浄化量比率 q3、リユース量比率 q5を把握し
ようとするのである。

その際、本研究の提案モデルではリサイク
ル量比率 K＝q4を既知としているため、表１の
ように、社会全体としてのリサイクル量比率の
数値例を５％（ K＝q4＝0.05）の前後に設定し
ている。それは、ペットボトルのように回収率
が約85％で、そのほとんどが何らかの生産工
程に投入されている製品もあるが、こうした製
品は稀であり、多くの製品は回収率そのものが
低い上に、回収されても大半は有害物質の処理
を行った後に廃棄されてしまうからである。例
えば、携帯電話の場合、日本における本体の回
収率は１/４ほどであるが、充電器は10％程度
というかなり低い水準となっており、しかもそ
のうち生産工程に再度投入（リサイクル）され
る部品はごく一部である。また、家庭での生ご
みは、ほぼすべてが熱処理によって廃棄されて
しまうのが現状である。さらに、発展途上国で
は未だリサイクルは浸透しておらず、こうした
状況を総合的に捉えると、リサイクル量比率を
５％前後に設定するのが現実的であろう。

表１の数値例に基づき、環境対応行列Qの
要素（ q1～ q3と q5）を、本研究の提案モデル
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以上の結果は、今後の社会がめざすべき環
境対応の方向性に関する重要な示唆であり、こ
うした方向性の定量的分析を、本研究の提案モ
デルが可能にするのである。

６．おわりに
本研究では、地球環境問題は現在の経営倫

理における最重要課題の一つであるという問題
意識に基づき、企業と消費者に対して将来の地
球環境の危機的状況と、人為浄化・3R活動の
必要性を示唆すべく、前報（権・山下,…2018）
で提案した「環境対応行列」の要素（人為浄化
量比率とリデュース量比率・リサイクル量比
率・リユース量比率）を推定するための新たな
分析モデルを提案した。この提案モデルは、環
境目標ベクトルが与えられたとき、その目標を
達成するために必要な環境対応行列を推定する
分析モデルであり、これにより、どの程度の環
境対応（人為浄化と3R活動）が必要となるか
を定量的に示すことが可能になる。

さらに、本研究の提案モデルに対して、環
境目標ベクトルと領域推移確率行列の簡単な数
値例を設定して、環境目標ベクトルを達成す
るために必要な環境対応（人為浄化と3R活動）
の大きさを推定した。すなわち、前報（権・山
下,…2018）では推定することができなかった環
境対応行列の要素（人為浄化率とリデュース量
比率・リユース量比率）に関して、本研究の提
案モデルではそれらの要素の推定を可能にした
のである。その結果、本研究の提案モデルから
推定された人為浄化量比率とリデュース量比
率・リサイクル量比率・リユース量比率が、現
実に即した推定値であることを確認するととも
に、将来の地球環境において人為浄化と3R活
動が「特効薬」的に絶大な効果を生み出すとい
うわけではないが、地道な効果を発揮すること
を示唆した。

以上により、本研究の提案モデルが、将来
の地球環境に対して、あるマクロ的目標を設定
したとき、それに必要な環境対応の定量的把握
を可能にすることを確認して、本研究の結語と
したい。
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表１．環境目標ベクトルgと領域推移確率行列 Pおよびリサイクル量比率 Kの簡単な数値例

数値例の
Case

環境目標ベクトル g 領域推移確率行列 P
K=q4g1 g2 g3 g4 p1 p2 p3 p4

Case-1 0.6 0.01 0.19 0.2 0.001 0.9 0.1 0.00001 0.05
Case-2 0.55 0.01 0.19 0.25 0.001 0.9 0.1 0.00001 0.05
Case-3 0.5 0.01 0.19 0.3 0.001 0.9 0.1 0.00001 0.05
Case-4 0.6 0.01 0.19 0.2 0.001 0.9 0.1 0.00001 0.051
Case-5 0.6 0.01 0.19 0.2 0.001 0.9 0.1 0.00001 0.052
Case-6 0.7 0.01 0.19 0.1 0.001 0.9 0.1 0.00001 0.049
Case-7 0.7 0.01 0.19 0.1 0.002 0.9 0.09 0.00001 0.048

表２．本研究の数値例における環境対応行列Qの推定結果

数値例の
Case

環境目標ベクトル g 領域推移確率行列 P 環境対応行列 Q
g1 g4 p1 p3 q1 q2 q3 K=q4 q5

Case-1 0.6 0.2 0.001 0.1 0.0002 0.1 0.0026 0.05 0.0474
Case-2 0.55 0.25 0.001 0.1 9E-05 0.1 0.0026 0.05 0.0474
Case-3 0.5 0.3 0.001 0.1 3E-18 0.1 0.0026 0.05 0.0474
Case-4 0.6 0.2 0.001 0.1 0.0005 0.1 0.0016 0.051 0.0474
Case-5 0.6 0.2 0.001 0.1 0.0008 0.1 0.0006 0.052 0.0474
Case-6 0.7 0.1 0.001 0.1 1E-05 0.1 0.0036 0.049 0.0474
Case-7 0.7 0.1 0.002 0.09 0.0007 0.1 0.0046 0.048 0.0374
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に地球環境のマクロ的側面から、資源循環の領
域推移確率行列（山下・鄭,…2010）や、3R行列

（山下,…2013）、ショートカット行列（山下・金
子,…2016）、環境対応行列（山下・権,…2018）等
を提案してきた。これらの行列を用いて、地球
環境の状態ベクトルを定式化し、将来の地球環
境が危機的状況にあることを示唆している。

その一方で、社会における環境意識の高ま
りに伴い、消費者の行動も徐々に変化してお
り、ごみの分別やレジ袋の使用回避、さらには
植林活動等を積極的に行う消費者も着実に増

１．はじめに
現在の地球環境は、資源枯渇・ゴミ処理問

題・大気汚染・水質汚濁・森林破壊・地球温暖
化による異常気象など、さまざまな問題を抱え
ており、深刻な状況に直面していると言われ
る。その一方で、社会における環境意識が少し
ずつではあるが高まりを見せ、限られた資源を
大切にしようとする行動や、美しい自然を後
世に残そうとする行動等、環境志向型行動（村
山・山下,…2009,…2012）が浸透しつつある。

こうした状況をふまえ、我々はこれまで主

消費者の環境志向型行動に関するカタストロフィー・モデル

A…Catastrophe…Model…of…Consumers’…Environment-oriented…Behavior

明治大学 権　　　善　喜
Meiji…Univ. Sunhee Kwon

明治大学 山　下　洋　史
Meiji…Univ. Hiroshi Yamashita

ABSTRACT
In… this… study,…we…propose…a…catastrophe…model…of… consumers’…Environment-oriented…
behavior.…This…model… focuses…on…the…consumers’…environmental-oriented…behavior,…and…
based…on…the…athlete’s…skill…improvement…4-step…model…（Teramoto,…2018）…and…the…skill…
proficiency…catastrophe…model…in…employee…education…（Yamashita,…2019）.
In…addition,…the…four…stages…in…the…model…are…described…as…a…combination…of…“conscious-
unconscious”… and… “can-do”.…Then…we… suggests… that… there… is… a… large… amount…of… skill…
proficiency… between… “can”… and… “cannot”… in… the… “unconscious”… state,… but… there… is…
“asymmetric”…that…the…difference…is…small…in…the…“conscious”…state.

キーワード
環境の内部化、環境の外部化、豊島問題、環境意識、非対称性
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加している。しかしながら、すべての消費者に
こうした環境志向型行動が浸透しているとはい
えない。こうした消費者の環境意識の問題に関
しては、内閣府（2019）と電通（2013）等の調
査や高橋（2007）等の研究が展開されており、
主として、消費者の環境問題に対する関心の度
合、および消費者の意識と行動の差異とそれを
生じさせる要因という側面から検討されてきた。

本研究では、企業と消費者が一体となった
環境志向型行動をいかに社会に浸透させていく
かを、経営倫理学の重要な課題として位置づ
け、その第一歩として消費者の環境志向型行動
を分類することを試みる。そこで、アスリート
のスキル向上４段階モデル（寺本,…2018）と、
従業員教育におけるスキル習熟度のカタストロ
フィー・モデル…（山下・権,…2019）を、消費者
の環境志向型行動におけるスキル浸透の問題に
導入することにより、「消費者の環境志向型行
動に関するカタストロフィー・モデル」を提案
する。この提案モデルは、山下・権…（2019）の

「従業員教育におけるスキル習熟度のカタスト
ロフィー・モデル」の対象を消費者の環境志向
型行動へと置き換えたモデルであり、これによ
り、①どのような環境志向型行動ができていな
いかを意識（認識）していない状態→②どの
ような環境志向型行動ができていないかを意
識（認識）した状態→③意識すれば、これまで
できなかった環境志向型行動ができる状態→④
無意識のうちにその環境志向型行動を実行する
状態（理想の状態）という４段階で消費者のス
キルが浸透していくプロセスを記述していくこ
とにする。さらに、このような４段階を、「意
識－無意識」と「できる－できない」の組み合
わせで記述すると、「無意識」の状態の②と④
ではスキル浸透度の差が小さいが、「意識」し
た状態の①と④の間ではその差が大きいという

「非対称性」が存在することを示唆する。

２．アスリートのスキル・アップ・プロセス
昨年（第26回）の当学会研究発表大会の統

一論題において、寺本（2018）はスポーツ選
手（アスリート）のスキル向上ステップを、下
記のように、①～④の４段階に分類する枠組み
を提示している。最もスキルの低い段階は、①
の「できないことがわからない段階」であり、
この段階では自身が何の練習をしなければなら
ないかさえわからない。次に、②の「できない
ことがわかる段階」になると、自身に足りない
スキルを理解し、どのような練習をすべきかが
わかるようになる。こうして、自身に足りない
スキルを練習によって身に着けることにより、
③の「意識すればできる段階」へとステップ・
アップすることができる（山下・権,…2019）。

しかしながら、まだ③の段階では「意識すれ
ば」という条件つきのスキルに過ぎないため、
十分とは言えない。瞬時のプレーが求められる
ことの多いスポーツ競技では、③の段階で満足
することなく、④の「意識しなくてもできる段
階」にステップ・アップすべきであり、④の段
階が理想の状態となるのである。

ここで、上記の４段階を、「意識－無意識」
と「できる－できない」に分解してみると、①
の段階は「無意識－できない」で、②の段階が

「意識－できない」、③の段階が「意識－でき
る」、そして④の段階は「無意識－できる」と
なる。これより、「意識」した状態の②と③の
スキル（習熟度）の差は小さいが、「無意識」
の状態の①と④の差は大きいことがわかる。す
なわち、アスリートのステップ・アップ・プロ
セスには、上記のような４段階の「非対称性」

（山下・権,…2019）が存在するのである。
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３．�組織におけるメンバーの活性化と
従業員教育におけるスキル習熟度
の４段階モデル

組 織 の メ ン バ ー が 活 性 化 さ れ た 状 態
（activated…state）を、高橋（1993）は、組織の
メンバーが１）相互に意思を伝達し合いなが
ら、２）組織と共有している目的・価値を、３）

・…タイプ１（受動的器械型）：組織の命令に忠
実であるが、あまり自分から能動的に行動し
ようとしないタイプ

・…タイプ２（疎外労働者型）：目的・価値の点
では組織と一線を画しているが、行動の点で
は命令に従うタイプ（公務員タイプ）

・…タイプ３（問題解決者型）：無関心度指数が低
く、一体化度指数が高い活性化されたメンバー

・…タイプ４（非貢献者型）：組織的な行動を期
待することができないタイプ（日本の企業に
は少ない）

能動的に実現していこうとする状態として定義
し、これを定量的に把握するための「無関心度
指数」と「一体化度指数」という、２つの指
標を提示している。その上で、図１のI-I…chart

（Identification-Indifference…chart）を提案し、組
織のメンバーを４つのタイプに分類している。

ここで、組織に対する貢献度が最も高いメ
ンバーは、タイプ３の活性化されたメンバーで
あり、これが最も低いタイプは、タイプ３の
対極に位置するタイプ２ではなく、タイプ３
の「となり」に位置するタイプ４である。高橋

（1993）は、これをI-I…chartの「非対称性」と
呼んでいる。

一方、山下・権（2019）は、前節で述べた
アスリートのスキル・アップのプロセス（寺本,…
2018）を、組織における従業員教育へと拡張
する枠組み（図２）を提示している。この４段
階モデルにおいて、④の「意識しなくてもでき

図１．高橋（1993）の�I-I�chart

…

図２．スキル向上の４段階モデル（山下・権,�2019)
できない（スキル未習得） できる（スキル習得）

無
意
識

①できないことがわからない ④意識しなくてもできる

意

識
②できないことがわかる ③意識すればできる
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一方で、上記の環境志向型行動は、地域（あ
るいは行政）としての環境志向型行動であり、
消費者に焦点を当てた場合、日常生活において
行われる個人の行動、例えばごみを分別する行
動や、信号待ちでエンジンを切る行動等が、環
境志向型行動として位置づけられる。本研究で
は、こうした消費者の日常生活における環境志
向型行動に注目し、それが消費者に浸透してい
くスキル・アップのプロセスをモデル化してい
くことにする。

５．本研究の提案モデル
本研究では、前節で述べたような「消費者

の環境志向型行動」に焦点を当てながら、ア
スリートのスキル向上４段階モデル（寺本,…
2018）と、従業員教育におけるスキル習熟度の
カタストロフィー・モデル（山下・権,…2019）
をふまえ、山下・権（2019）のモデルと同様
にこれを３次元のモデルへと拡張することによ
り、図３のような「消費者の環境志向型行動に
関するカタストロフィー・モデル」を提案する。

図３．�本研究の提案モデル（消費者の環境志向型行動
に関するカタストロフィー・モデル）

る段階」と①の「できないことがわからない段
階」は、同じように「無意識」であっても、そ
れらの間の習熟度には大きな差異が生まれる。
すなわち、④の習熟度が最も高く、①の習熟度
は最も低くなるのである。これにより、最も習
熟度の高い④の対極に位置する②の習熟度が最
も低いのではなく、①の習熟度が最も低いとい
う特徴（非対称性）が生じる。こうした非対称
性は、高橋（1993）の…I-I…chart（図１）と同様
の特性である。

さらに、山下・権（2019）は企業の従業員
教育のスキル習熟のプロセス（４段階）におけ
る非対称性に注目し、「スキル習熟度のカタス
トロフィー・モデル」を提案している。これに
より、企業の従業員教育のスキル習熟のプロセ
スにおける「非対称性」を視覚的に捉えるとと
もに、スキル習熟の過程において「何ができな
いか」を意識（自覚）することの必要性を示唆
している。

４．�「地域としての環境志向型行動」の
二面性

村山・山下（2009,…2012）は、瀬戸内海の豊
島と直島の事例に注目し、地域としての「環境
志向型行動」には２つのタイプが存在すること
を指摘し、それを「環境志向型行動の二面性」
と呼んでいる。その一つは自然に手を加えずそ
のままの形で将来に残そうとする豊島型の環境
志向型行動であり、もう一つは局所的に自然を
破壊（例えば産業廃棄物処理場の建設）しても
循環型社会を形成しようとする直島型の環境志
向型行動である。これまで、一般に直島型の行
動を「環境志向型行動」と考える傾向があった。
しかしながら、直島型の行動のみならず豊島型
の行動も、環境問題への配慮・対応という意味
で、「環境志向型」行動として位置づけられる
のである。
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動を実行する理想の状態（無意識―できる）の
となりに、どのような環境志向型行動ができて
いないかを意識（認識）していない状態（無意
識―できない）の消費者が位置するという「非
対称性」が、視覚的に記述される。すなわち、
消費者の環境志向型行動の浸透という点で考え
ると、図３の尖点よりも左側の「できない」領
域では「無意識」よりも「意識」の方が良く、
尖点よりも右側の「できる」領域では「意識」
よりも「無意識」の方が良いのである。

以上のように、本研究の提案モデルは、山
下・権（2019）の「従業員教育におけるスキ
ル習熟度のカタストロフィー・モデル」の対象
を消費者の環境志向型行動へと置き換えること
で、①どのような環境志向型行動ができていな
いかを意識（認識）していない状態→②どの
ような環境志向型行動ができていないかを意
識（認識）した状態→③意識すれば、これまで
できなかった環境志向型行動ができるように
なった状態→④無意識のうちにその環境志向型
行動を実行する状態（理想の状態）という４段
階を経て消費者のスキルが浸透していくプロセ
スを記述している。本研究では、企業と消費者
が一体となった環境志向型行動を社会に浸透さ
せていくかという、経営倫理学における重要な
課題の第一歩として消費者の環境志向型行動を
分類し、④無意識のうちに環境志向型行動を実
行する状態（理想の状態）へと消費者を導くべ
きとする研究視座を提示したのである。そこ
で、まずはどのような環境志向型行動ができて
いないかを消費者自身が認識するような機会を
与えること、そしてそのスキルが浸透するよう
支援していくことの必要性を指摘して、本研究
の結語としたい。

図３のモデルは、消費者の環境志向型行動
における「スキル浸透度」を y 軸（これをカタ
ストロフィー理論では「状態変数」と呼ぶ）、

「できる－できない」を u 軸（これをカタスト
ロフィー理論では「平常要因」と呼ぶ）、また「意
識－無意識」を v 軸（これをカタストロフィー
理論では「分裂要因」と呼ぶ）とし、環境志向
型行動における消費者のスキル浸透度を「くさ
びのカタストロフィー」曲面上に記述したもの
である。くさびのカタストロフィーは、カタス
トロフィー理論（Thom,…1977）における７つ
の初等カタストロフィーの中で最も基本的なも
のであり、社会における非連続現象を捉える際
にしばしば用いられる（山下,…1995）。

図３の提案モデルにおいて、最もスキル浸
透度が高いのが、「無意識―できる」の状態、
すなわち無意識のうちにその環境志向型行動を
実行する状態（理想の状態）であり、例えば、
無意識のうちに、ごみを分別する行動や、使
わない照明を消す行動、エコバッグを持って
スーパーに行きレジ袋を使わない行動、信号待
ちでエンジンを切る行動がこれに相当する。次
いでスキル浸透度が高いのが「意識―できる」
の状態、「意識―できない」という順で、最も
スキル浸透度の低いのが「無意識―できない」
状態である。そのため、カタストロフィー理論
における分裂要因が「意識」、すなわち消費者
がどのような環境志向型行動ができていないか
を意識している場合は、「無意識―できる」と

「無意識―できない」の間でのスキル浸透度（状
態変数）の差異は小さい。一方で、分裂要因が

「無意識」の場合（消費者が、どのような環境
志向型行動ができていないかを意識していない
場合）は、その環境志向型行動を実行すること
ができるかできないかの浸透度に大きな差が生
じることになる。

これにより、無意識のうちに環境志向型行
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ABSTRACT
CAQDAS（Computer…Assisted…Qualitative…Data…AnalysiS）was… conducted… using…
testimony…of…the…assumed…tsunami…heights…prior…to…the…Fukushima…nuclear…accident… in…
terms…of…groupthink…and…inter-organizational…relations.…This…study…used…Code…Map…within…
MAXQDA… to… analyze… the… correlations…between…groupthink… and… inter-organizational…
issues.…As… a… result… of… this… analysis,… the… symptoms… and… the… defective… decisions… of…
groupthink…were… largely… significant.…However,…most…of… the…antecedent…conditions…and…
the…mechanisms…were… insignificant.…On… the…other…hand,… there…were…also… two… inter-
organizational… issues,… “confusion… in… roles… and… responsibilities”…and… “a…breakdown… in…
communication…and…information…flow,”…that…strongly…correlated…with…the…symptoms…and…
the…defective…decisions.… It… can…be…surmised… that… these… two… factors…caused…groupthink…
in…people… in…nuclear…safety…who…had…been… involved… in… the…assumptions…about… tsunami…
heights.

キーワード
福島第一原子力発電所事故、津波想定、集団思考、組織間関係、質的データ分析

2013,…松井:…2019）。
これらの公式報告書や研究によって様々な

問題点が指摘される中、事故の背景に集団思考
（集団浅慮）の影響があったとの指摘もいくつ
か見られる（e.g.,…黒川:…2016,…宇田:…2014）。

集団思考（groupthink）とは米国の社会心理
学者Irving…Janis（1972,…1982）が提唱した概念
である。Janisは米国政府の５つの失敗事例と
２つの成功事例を分析し、優秀なメンバーで構
成される集団が愚かな意思決定をしてしまう原

１．はじめに
2011年に発生した東京電力福島第一原子力

発電所事故（以下、福島原発事故）は近代日本
が経験した未曾有の大災害であり、国会および
政府の公式事故調査報告書（国会事故調:…2012,…
政府事故調:…2012）に加えて、学術界でも組織
研究やリスクマネジメント研究などの様々な
研究が行われてきた（e.g.,…Aoki…and…Rothwell:…
2013,…平野:…2014）。また、経営倫理や行動倫
理学の視点からの分析も行われている（勝田:…

福島第一原子力発電所事故前の津波想定における集団思考
―  調書の質的データ分析を通して  ―

Groupthink…in…the…Assumptions…about…Tsunamis…Prior…to…the…Fukushima…Nuclear…Accident
－A…Qualitative…Data…Analysis…of…Testimony－

‒ 169 ‒

日本経営倫理学会誌
第27号（２０２０年）

論 文



因は集団思考にあると考えた。Janisの集団思
考モデルは「A:先行要因」「B:メカニズム」「C:
集団思考の症状」「D:欠陥的意思決定」の４つ
のフレームから構成されるモデルであり、欧米
諸国ではこのモデルに基づいて集団の失敗を分
析する研究が盛んに行われてきたが、福島原発
事故に関してモデルに照らし合わせた分析は行
われていない。

Janisの集団思考モデルのエッセンスを要約
すれば「凝集性の高い集団が同調を優先させる
あまり、愚かな意思決定をしてしまう」という
ことになる。例えば国会事故調査報告書（2012）
には以下の記述があり、Janisの集団思考を彷
彿させる内容となっている。

・…本事故の原因が適切に対処されず、長期
間放置された背景には、電気事業者と規
制側の不健全な関係「虜の構造」があっ
たことは明らかであろう。（中略）日本の
原子力業界は、規制する側も、規制され
る側も、客観的な知見を提示する役目の
有識者でさえも、ほとんど全てのプレー
ヤーが既設炉に依存していたわけであ
り、独立性と専門能力を両立させること
が極めて難しい「一蓮托生」の構造になっ
ていた。このような構造から、原子力業界
ではいつしか暗黙の了解として、「不作為
から事故を起こす責任」よりも、「潜在的
な事故リスクを避けるために既設炉を停
止させる責任」の方が重く受け止められ、
忌避されるようになった。［p.524］

・…日本の当事者たちは「事故は起こる」「機
械は故障する」「人間は過ちをおかす」と
いう大原則を忘れていた。そして、事故
の可能性を過小評価し、事故が起こる可
能性さえも認めず、現実の前に謙虚さを
失った。［p.630］

Janis（1972,…1982）は10人程度の小集団を
想定して集団思考モデルを提唱したのである
が、その後の研究によって、集団思考は決して
小集団だけに限定されるものではなく大集団や
複合集団でも起こり得ることが明らかにされて
いる（e.g.,…Koerber…and…Neck:…2003）。例えば
Houghton（2015）のマーケット・ガーデン作
戦（1）の分析では、英国や米国などの複数国家か
ら構成される連合国軍の分析を行い、作戦失敗
の原因は集団思考だったと結論づけている。こ
れらの研究に鑑みれば、原発関係者（事業者、
規制当局、有識者等）という複合集団が集団思
考に陥ることも可能性としては考えられる。し
かし、大集団や複合集団が集団思考に陥るメカ
ニズムは、まだ十分に検証されていない。

本研究は、これまでに公開された政府事故
調査委員会のヒアリング記録（調書）の内、福
島原発事故前の津波想定に関する記述を分析
し、集団思考と組織間関係の観点から考察する
ことを目的とする。調書は福島原発事故に関与
した人々の生の声を記録した貴重な一次資料で
あるが、調書を用いた分析はほとんど行われ
ていない。近年関心の高まりつつある「コン
ピュータを用いた質的データ分析」（CAQDAS:…
Computer…Assisted…Qualitative…Data…AnalysiS）
という手法を用いることで、これまでの諸研究
で見落とされてきた新たな問題を探る。

２．理論
（１）集団思考モデル

一般的に個人より集団の方が優れた意思決
定を行うことができると考えられているが、
状況によっては集団であるが故に愚かな意思
決定を下してしまう場合もある。Janis（1972,…
1982）が提唱した集団思考（groupthink）は、
集団が愚かな意思決定をしてしまう１つの現象
として知られている。Janisはピッグス湾への
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上陸作戦、真珠湾攻撃への準備、北朝鮮半島
への侵攻、ベトナム戦争の拡大、ウォーター
ゲート事件という米国政府が意思決定を誤った
５つの失敗事例を分析し、これらの背景には集
団思考があったと結論づけた。さらに、キュー
バ危機への対応およびマーシャルプランの策定
という２つの成功事例も分析し、これらの事
例では集団思考に陥らずに優れた意思決定を
行ったことから、集団思考の防止策を提案して
いる。

図１に示すとおりJanis（1982）の集団思考モ
デルは、３種類の先行要因［A1-A3］が存在する
場合に同調行動［B1］が見られるようになり、
それによって集団思考の症状［C1-C8］が生じ
るというものである。集団思考に陥った集団に
は欠陥的意思決定［D1-D7］が見られるように
なり、最終的に大失敗に至る可能性が高まる。

Janis（1972）が集団思考モデルを発表して
以来、欧米の研究者達は様々な失敗事例で集
団思考モデルを検証してきた（e.g.,…Esser…and…
Lindoerfer:…1989）。これまでの研究でJanisの
集団思考モデルは概ね支持されてきたものの

（Rose:…2011）、中には否定的な見解を示す研究
者も少なくなく、Whyte（1998）とBaron（2005）
は独自の集団思考モデルを提案している。図

図１　３つの集団思考モデル

[A] 先行要因 [B] メカニズム [C] 集団思考の症状 [D] 欠陥的意思決定

Janisモデル

(1982)

[A1] 凝集性の高さ

[A2] 組織の構造的欠陥

[A3] 誘発的状況

→ [B1] 同調行動 →
[C1] 無敵の幻想

[C2] 固有の倫理観の信念

[C3] 集団的正当化

[C4] 敵対者へのステレオタイプ

[C5] 自己検閲

[C6] 満場一致の幻想

[C7] 反対者への直接的圧力

[C8] 自己指名のマインドガード

→

[D1] 選択肢の不十分な調査

[D2] 目的の不十分な検討

[D3] リスク評価の失敗

[D4] 拒否選択肢の再検討失敗

[D5] 貧弱な情報収集

[D6] 情報処理の選択バイアス

[D7] 緊急時対応策の策定失敗

Whyteモデル

(1998)

[A4] 集合的効力感

[A2] 組織の構造的欠陥

[A5] 負の意思決定フレーム

→
[B1] 同調行動

[B2] 集団極化
→

Baronモデル

(2005)

[A6] 社会的アイデンティティ

[A7] 顕著な規範

[A8] 自己効力感の低下

→ [B1] 同調行動 →

<注>

[A2]には、[A2-1]集団の孤立、[A2-2]不公正なリーダーシップ、[A2-3]方法手続きの規範の欠如、[A2-4]メンバーの等質性が含まれる。

[A3]には、[A3-1]外部からの強いストレス、[A3-2]自尊心の一時的低下(最近の失敗、困難な意思決定、モラル上のジレンマ)が含まれる。

出典：Janis（1982）,…Whyte（1998）,…Baron（2005）を基に筆者作成

１に示すとおり、Whyte（1998）は先行要因を
一部修正し、メカニズムに集団極化を追加し
た。一方、Baron（2005）は先行要因を全て修
正したが、メカニズムの同調行動は修正してい
ない。なお、両モデルとも、集団思考の症状

［C1-C8］および欠陥的意思決定［D1-D7］は
Janisモデルと同一である。

これまでの集団思考研究の要点として以下
の３点が挙げられる。第１に、Janis（1982）
は凝集性の高さ［A1］を重要な先行要因とし
ているが、その後の研究によって凝集性の高さ
は必ずしも必要条件ではなく、むしろ凝集性
の高さを満たさない集団でも集団思考が起き
ると考えられている（e.g.,…Park:…1990,…Tetlock,…
Peterson,…McGuire,…Chang,…and…Feld:…1992）。
第２に、Janisモデルの集団思考の症状［C1～
C8］および欠陥的意思決定［D1～D7］につい
ては、概ね研究者のコンセンサスが得られてお
り、これらに対する批判はほとんど見られな
い（e.g.,…Baron:…2005）。第３に、前述のとおり
Janisは10人程度の小集団を想定して集団思考
モデルを提唱したのであるが、その後の研究に
よって、集団思考は大集団や複合集団でも起
こり得ると考えられている（e.g.,…Koerber…and…
Neck:…2003,…Houghton:…2015）。
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相違が生じ、安全へのコミットメントが低下す
ることをいう。

３．分析データと分析方法
（１）政府事故調の調書

本研究では、日本政府が2014年に公開した
政府事故調査委員会の調書を分析する。公開さ
れた調書は本人の同意が得られたものに限定さ
れるが、全部で267件（249人分）に上る。こ
れらのうち津波想定を主題とした調書は、表１
に示す19件である。公開された調書全体の件
数と比べれば少ないものの、津波想定に関与し
たキーパーソンが大半を占めており非常に重要
な資料といえる。津波想定に関する記述の量は
合計215頁（約20万字）ある（添付資料を除く）。

表１　津波想定を主題とした調書

被聴取者 所属・役職 聴取日

青山博之氏

今村文彦氏

松山昌史氏(1)

松山昌史氏(2)

岡村行信氏

小林勝氏(1)

小林勝氏(2)

斎藤誠氏

島崎邦彦氏

首藤伸夫氏(1)

首藤伸夫氏(2)

高島賢二氏

仲嶺信英氏

名倉繁樹氏

水間英城氏

森山善範氏

吉田昌郎氏(1)

吉田昌郎氏(2)

不開示

耐震指針分科会主査

津波評価部会委員

津波評価部会幹事

同上

バックチェック審査委員

保安院耐震安全審査室長

同上

内閣府防災担当

地震予知連絡会会長

津波評価部会主査

同上

原子力安全基盤機構参事

地震調査研究センター副所長

保安院安全審査官

原子力安全委員会審査指針課長

保安院原子力災害対策監

東電福島第一原発所長

同上

文科省地震防災課地震管理官

2011.8.17

2011.8.18

2011.7.28

2011.11.18

2011.7.12

2011.8.18

2011.9.2

2012.6.28

2012.1.30

2011.7.6

2011.9.29

2012.4.10

2011.9.15

2011.8.31

2011.8.1

2011.10.18

2011.8.8

2011.11.6

2012.6.1

出典：公開された調書を基に筆者作成

（２）組織事故と組織間関係
技術や組織構造の複雑性が増すと事故のリ

スクが高まることはよく知られている。その原
因は、複雑なシステム（2）の要素が相互作用し、
予見できない状況を作り出す経路が増えるため
である（Perrow:…1984）。

組織間関係の観点から組織事故を分析した
研究はいくつかあるものの（e.g.,…Vaughan:…
1990,…Garner:…2006）、その数は少なく、さらなる
研究が必要とされている（Milch…and…Laumann:…
2019）。Milch…and…Laumann（2016）は組織間
関係の観点から組織事故を分析した先行研究の
レビューを行い、事故を誘発する組織間関係の
要因を９項目に整理した。

要因１は「損失の押し付け合い」であり、各
組織が安全対策を損失とみなすようになり、安
全対策が疎かになることをいう。要因２は「安
全性と生産性のトレードオフ」であり、発注者
が請負者にコスト抑制を要求し、安全対策が疎
かになることをいう。要因３は「役割と責任の
混乱」であり、各組織の役割や責任が曖昧に
なり、安全上重要なタスクが未完になること
をいう。要因４は「コミュニケーションと情報
伝達の欠陥」であり、情報が途中で途絶え必要
な人に届かなくなることをいう。要因５は「官
僚化」であり、文書主義や原則主義が強まり、
柔軟な対応ができなくなることをいう。要因６
は「現場環境に不慣れ」であり、現場に不慣れ
な者が増えることで、組織全体の能力が希釈さ
れることをいう。要因７は「専門知識・経験の
欠如」であり、専門知識や経験を持たない者が
増えることで、組織全体の能力が希釈されるこ
とをいう。要因８は「意思決定プロセスの断片
化」であり、複数の組織が別々に意思決定する
ため、組織間で生じたコンフリクトが解消でき
ずに妥協することをいう。要因９は「不信感と
立場の相違」であり、組織間に不信感や立場の
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の事象が記述的コードに該当する。一方、集
団思考モデルの各要素（Janis:…1982,…Whyte:…
1998,…Baron:…2005）、および、組織間関係の９
要因（Milch…and…Laumann:…2016）を分析的コー
ドとして使用する。

本研究で使用した分析的コードと定義を表
２に示す。

（２）�コンピュータを用いた質的データ分析
（CAQDAS）

質問紙や財務諸表などの数値情報を用い
た分析を量的データ分析と呼ぶのに対して、
文字テキストや映像などを用いた分析は質的
データ分析と呼ばれる。質的データ分析は、
1990年代以降に欧米で普及し始めた比較的新
しい研究アプローチである（Kuckartz:…2014）。

近年は欧米の研究者を中心にコンピュータ
を用いた質的データ分析（CAQDAS）が活発
に行われているが、日本国内でのCAQDAS研
究は遅れ気味とされている（佐藤:…2015）。こ
れはCAQDAS用ソフトウェアが
長らく日本語に未対応だったこ
とによるものであるが、最近に
なって日本語処理が可能なソフ
トウェアも現れるようになり、
日 本 で もCAQDASへ の 関 心 が
高まりつつある。本研究では、
CAQDASの主要ソフトウェアの
１つであるMAXQDA（バージョ
ン2018）を使用した。

具体的には、Kuckartz（2014）
の「テーマ中心の質的テキスト
分析手順」を参考として、ま
ず記述的コーディングを行った
後、 事 実 を 過 程 追 跡（George…
and…McKeown:…1985） で 整 理
し、最後に分析的コーディング
を行った。記述的コーディング
とはテキストデータを個々の事
象に振り分けることをいうのに
対して、分析的コーディング
は個々の事象を越えた概念に
振り分けることをいう（佐藤:…
2008）。本研究の場合、土木学
会津波評価部会や貞観津波など

表２　分析的コードの定義

出典：…Janis（1982）,…Whyte（1998）,…Baron（2005）,…Milch… and…
Laumann（2016）を基に筆者作成

コード 定義

[A1]凝集性の高さ メンバー間の友好や団結精神が高い

[A2-1]集団の孤立 外部の情報源から集団が孤立する

[A2-2]不公正なリーダーシップ メンバーの意見を尊重しない

[A2-3]方法手続き規範の欠如 適切な意思決定のための規範がない

[A2-4]メンバーの等質性 メンバーの専門分野などが類似する

[A3-1]外部からの強いストレス 外部から強いストレスを受ける

[A3-2]自尊心の一時的低下 失敗や困難などにより自尊心が低下する

[A4]集合的効力感 課題に対する集団能力が高いと認識する

[A5]負の意思決定フレーム 意思決定が損失にフレームされる

[A6]社会的アイデンティティ 内集団という認識が存在する

[A7]特殊な規範 集団内に特殊な規範が存在する

[A8]自己効力感の低下 自分達の能力に自信を持てない

[B1]同調行動 メンバーに合わせて行動する

[B2]集団極化 議論後に意見が極化する

[C1]無敵の幻想 楽観的な思想を持つ

[C2]固有の倫理観の信念 固有の倫理観を持つ

[C3]集団的正当化 正当化するために勝手な解釈を行う

[C4]敵対者へのステレオタイプ 敵対者は極悪との固定観念を抱く

[C5]自己検閲 集団にとって都合の悪い発言を控える

[C6]満場一致の幻想 満場一致が得られたと誤解する

[C7]反対者への直接的圧力 反対するメンバーに圧力をかける

[C8]自己指名のマインドガード 不都合な情報の伝達を妨害する

[D1]選択肢の不十分な調査 少数の選択肢のみ議論する

[D2]目的の不十分な検討 目的を十分に検討しない

[D3]リスク評価の失敗 リスクの評価に失敗する

[D4]拒否選択肢の再検討失敗 過去の拒否選択肢を再検討しない

[D5]貧弱な情報収集 情報の収集が不十分になる

[D6]情報処理の選択バイアス 情報の選択バイアスを持つ

[D7]緊急時対応策の策定失敗 緊急時対応策の策定に失敗する

[R1]損失の押し付け合い 互いに安全対策を損失とみなす

[R2]安全性と生産性のトレードオフ 安全対策コストの抑制を要求する

[R3]役割と責任の混乱 各組織の役割や責任が曖昧になる

[R4]コミュニケーションと情報伝達の欠陥 情報が必要な人に届かない

[R5]官僚化 文書主義や原則主義が強まる

[R6]現場環境に不慣れ 現場に不慣れな者が増える

[R7]専門知識・経験の欠如 専門知識や経験を持たない者が増える

[R8]意思決定プロセスの断片化 組織間で生じたコンフリクトが解消できない

[R9]不信感と立場の相違 組織間に不信感や立場の相違が生じる

<注>

[R1]から[R9]は事故を誘発する組織間関係の9要因 (Milch and Laumann: 2016)。

他は既存の集団思考3モデルの各要素 (Janis: 1982, Whyte: 1998, Baron: 2005)。
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４．分析
（１）記述的コーディング

津波想定を分析する上で鍵となる10個の事
象を記述的コードに設定し、記述的コーディン
グを行った。それぞれの事象については次節で
述べる。

図２はCAQDASでコード・マトリックスと
呼ばれるものであり、縦軸は記述的コード10
個、横軸は調書データ19件から構成され、シ
ンボルの大きさは各調書に含まれる記述量を示
している。

記述的コーディングの結果、当然ながら発
言者によって発言内容のバラつきがあるもの
の、全調書データ19件で見てみると、10個の
事象それぞれについて概ねバランスよく発言さ
れている。

（２）時系列分析
記述的コーディングを行った調書データを

用いて、津波想定に関する重要な出来事を時系
列に分析・整理した結果を図３に示す。原発
の津波想定に関与した主要な組織は、土木学

図２　記述的コーディングの結果

記述量 少ない ＜ ＜ ＜ 多い

青山 今村 松山1 松山2   岡村 小林1 小林2   斎藤 島崎 首藤1 首藤2 高島 仲嶺 名倉 水間 森山 吉田1 吉田2 不開示

青本以前の津波評価

津波評価部会1期

津波評価部会2期以降

推本長期評価

中央防災会議

耐震指針分科会

貞観津波

中越沖地震

プルサーマル

バックチェック

出典：公開された調書を基に筆者作成（分析ソフトウェア：MAXQDA…2018）

会、原子力安全委員会、保安院、東電である。
2002年に「原子力発電所の津波評価技術」が
刊行されるまでは土木学会の活動が中心であっ
た。その後、2006年に耐震指針が改定される
までは原子力安全委員会の活動が中心であっ
た。そして耐震指針改定後は、保安院と東電の
やりとりが中心であった。そこで、以下ではこ
れら３つの期間を分けて、それぞれの出来事を
過程追跡で論じる。特に重要な記述については
調書の原文を引用する。

期間Ⅰ：津波評価技術刊行まで
日本の津波防災に大きな影響を与えたのは

1993年７月に発生した奥尻島津波（北海道南
西沖地震）である。この津波によって奥尻島
が壊滅的な被害を受けたため、関係７省庁は
1997年３月、「地域防災計画における津波防災
対策の手引き（3）」（以下、７省庁手引き）を作
成した。７省庁手引公表後の1999年11月、原
発でも津波評価の手引きを作成するために土木
学会に津波評価部会が設置された。津波評価部
会は約２年間の検討を経て2002年２月、「原子
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まりつつあったが、津波評価部会はそれらの新
知見は国の委員会などで取り入れられていくも
のと考えた。

青本に適用限界が書かれなかった理由につ
いて、調書では以下のように述べられている。

・…津波について勉強中であまり理解してい
ない者に、想定超の可能性を話しても直
ちに信用するはずがない。【部会主査・首
藤氏】＜集団思考の症状C5：自己検閲＞

・…事業者に受け入れられるものにしなくて
はならなかった。【部会幹事・松山氏】
＜集団思考の症状C5：自己検閲＞

このように津波評価部会の津波専門家ら
は、青本に適用限界を書いても事業者（津波の
理解が乏しい者）には受け入れられないと考え
たのであるが、必ずしもそうとは限らない。前
述のとおり、一般防災向けの７省庁手引きには
適用限界が書かれており、適用限界が受け入れ
られないと判断したことは津波評価部会特有だ
と考えられる。７省庁手引きと青本を比較する
と、青本の方が波高を高く算出することにはな
るが、７省庁手引きで書かれていた適用限界が

力発電所の津波評価技術」（以下、青本）を刊
行した。青本で算出される波高は７省庁手引き
で算出される波高よりも最大で２倍程度の高さ
となり、より安全側に評価する手法であった。

ここで注意しなければならないのは、７省
庁手引きと青本は「痕跡高の記録のある津波（4）」
しか考慮していないという適用限界が存在し
たことである。痕跡高の記録は高々300年程度
に限られるため、それよりも再来期間の長い
津波（300年以上昔の津波）は考慮されていな
い。実は７省庁手引きには適用限界（5）が書かれ
ていたのであるが、その後に刊行された青本に
は適用限界が書かれなかった。その結果、事業
者は青本をバイブルのように扱い、原発の敷地
が青本で計算される波高より５cmでも高けれ
ば安全と考えるようになった。東電は2002年、
青本に基づいて福島第一原発の津波想定高さを
5.7mに設定した。

津波評価部会に関わった津波の専門家らは
想定超の津波（記録のない津波）の可能性を十
分認識していたが、想定超の津波の議論は将来
のテーマとして持ち越された。また当時、貞観
津波（6）などの「記録のない津波」への認識が高

図３　津波想定の経緯

1999.11 2001.3 2003.8

2003.10 2006.1

2001.7 2006.8

津波評価部会
(第1期)

津波評価部会
(第2期以降)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型
地震に関する専門調査会

耐震指針検討分科会

2006.9

耐震バックチェック

▲
1993.7
奥尻島津波

▲
1997.3

7省庁手引き

1995.1
阪神淡路大震災

▼
▲

2006.9
耐震指針改定

▲
2004.12

スマトラ沖地震

1981.7
旧耐震指針

▼
▲

2009.7
1F5のバックチェ
ック中間審査

▲
2010.7

1F3のバックチェ
ック中間審査

2000
｜

2005
｜

2010
｜▲

2002.2
津波評価技術

(青本)

▲
2002.7

推本長期評価

2002.6

海溝型分科会

2001.10

2007.7
中越沖地震

▼出来事

土木学会
原子力土木委員会

文科省
地震調査研究推進本部

▲
2006.1

専門調査会報告

内閣府
中央防災会議

原子力安全委員会

原子力安全保安院

東京電力 2008年以降、巨大津波の可能性を認識

2011.3.11
15mの津波

▼

【分析期間Ⅰ】津波評価技術刊行まで
（中心プレイヤー︓土木学会）

【分析期間Ⅱ】耐震指針改定まで
（中心プレイヤー︓原子力安全委員会）

【分析期間Ⅲ】バックチェック開始後
（中心プレイヤー︓保安院・東電）

2002年以前
1Fの想定津波

約3m
青本に基づき
想定津波5.7m

2002年

耐震指針検討分科会

耐震バックチェック

2008年以降、巨大津波の可能性を認識

出典：公開された調書を基に筆者作成（分析ソフトウェア：MAXQDA…2018）

‒ 175 ‒



指針分科会で津波の記載について特に議論はな
かった。また、「極めてまれ」の意味について
の議論もなかったが、地震の場合は１万年から
10万年という期間を想定していたので、津波
についても同様のイメージが持たれた。

しかしながら、指針分科会で何度か紹介さ
れた青本は、前述のとおり300年以上昔に起き
た津波を考慮していないという適用限界があ
り、指針の「極めてまれ」とは大きな乖離があっ
たが、指針分科会ではその問題に誰も気づかな
いまま青本が最新知見と見なされた。

指針分科会で津波の議論がほとんど無く、
指針には津波に関する曖昧な一文しか書かれな
かったことについて、調書では以下のように述
べられている。

・…津波に対して問題がないよう対策するとさ
え書いてあれば指針の役割は終わりだが、
個別具体の対策は、規制（バックチェック）
の問題。【分科会事務局・中嶺氏】＜集団
思考の症状C3：集団的正当化＞

・…指針で頭出ししておけば、詳細設計審査
（バックチェック）時点でも見てくれると
考えた。【分科会事務局・水間氏】＜集団
思考の症状C3：集団的正当化＞

・…このような文書は、テキストの分量が少
ないから怪しからんという性質のもので
はない。とにかく津波が指針に明記された
ので安心されたのではないか。【分科会事
務局・水間氏】＜集団思考の症状C3：集
団的正当化＞

これらの発言が示すように、指針分科会は
「津波対策の具体的なことは指針改定後のバッ
クチェックで議論される」と考えていた。しか
し、後述するとおり、指針分科会で青本が最
新知見として紹介されたこともあり、バック
チェックでは青本に基づいた津波の審査しか行

抜け落ちてしまったことは重大な問題であっ
た。

期間Ⅱ：耐震指針改定まで
土木学会が青本を刊行したのは2002年２月

であったが、その直後の2002年７月、文科省
の地震調査研究推進本部（以下、推本）が「三
陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価
について」（以下、長期評価）を発表した。そ
れまでの通説では「福島沖では巨大津波は起き
ない」とされていたが、長期評価は「巨大津波
は福島沖を含む日本海溝沿いのどこでも起こり
得る」とした。

それからしばらく経った2006年１月、内閣
府の中央防災会議は「日本海溝・千島海溝周辺
海溝型地震の被害想定について」を発表した。
同発表では福島沖津波や貞観津波が防災対象か
ら外された（7）。

これらの出来事と並行して、原子力安全委
員会（8）に耐震指針検討分科会（以下、指針分科
会）が2001年７月に設置され、原発の耐震指
針を改定するための検討が行われていた。

当時は地震への関心が高かったことに加え
て委員に津波の専門家が含まれていなかったた
め、指針分科会では地震に関する議論が大半と
なった。ただし津波の議論がまったく無かった
わけではなく、津波評価の最新手法として土木
学会の青本が何度か紹介された。

最終的に2006年９月に改定された新指針は
ほとんど地震に関する内容となっているが、津
波については以下の一文だけが盛り込まれた。

・…施設の供用期間中に極めてまれではある
が発生する可能性があると想定すること
が適切な津波によっても、施設の安全機
能が重大な影響を受けるおそれがないこ
と。…

この記載は事務局が作文したものであり、
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ように述べられている。
・…（中越沖地震後、柏崎刈羽原発の耐震強
化で）1,000ガルになると、ものすごい耐
震強化工事をしないといけませんから、
どうするんだというようなところをほと
んどやっていて、そういうの（津波対策）
は傍流といったらおかしいんですけれど
も、当然そうなります。【東電・吉田氏】
＜欠陥的意思決定D1：選択肢の不十分な
調査＞

・…（福島沖の巨大津波は）勿論、原子力発電
所の問題ではあるんですけれども、津波自
体、国とか、地方自治体がどうするんです
か、という話とも絡んでくるでしょう。東
京電力だけがこれを対応してもしようがな
い。（中略）ただ、それ（福島沖の巨大津波）
が妥当だとなったら、うちだけの話ではな
いから、それこそ推本に戻すなり、中央防
災何とか（中央防災会議）でちゃんと方針
決めるだとか、やらなければならないんで
はないか。【東電・吉田氏】＜集団思考の
症状C3：集団的正当化＞

これらの発言から、東電は地震対策を重視
していたが津波対策の検討は不十分であり、ま
た、福島沖の巨大津波の問題は国レベルで議論
すべきと考えていたことがわかる。

2009年７月、福島第一原発のバックチェッ
ク中間審査において、津波専門家が「貞観津波
を無視することはできない」と指摘した。しか
しながら、保安院は貞観津波の議論を最終審査
に先送りすることを決め、福島第一原発の中間
審査は合格となった。

この時、津波専門家は貞観津波の議論の先
送りを了承したのであるが、そのことについて
調書では以下のように述べられている。

・…今回の仕事で思ったのは、原発がこんなに

われなかった。さらに、東電も青本で算定され
る津波対策だけで良いと考えた。

期間Ⅲ：バックチェック開始後
耐震指針の改定を受けて保安院は2006年９

月、既存原発の新指針への適合性を審査するた
めにバックチェックを開始した。バックチェッ
クでは地震だけでなく津波も対象とされたので
あるが、津波評価は土木学会の青本に基づいた
審査、すなわち、記録のある津波だけを想定し
た審査となっていた。さらに2007年７月に中越
沖地震が発生したことを受けてバックチェック
の中間審査を早期に行うことになり、中間審査
では津波評価は後回しにされ地震評価が審査の
中心となった。

東電が福島沖の巨大津波の可能性を認識し
たのは2008年のことである。バックチェック
のために津波評価の検討を行っていた東電の担
当者は2008年２月、津波専門家から「福島県沖
の海溝沿いで大地震が発生することは否定でき
ないから波源として考慮すべきだろう。2002
年の推本長期評価について、無視しておくとい
うのは考えものだ」と指摘を受けた。その後、
東電担当者は推本長期評価に基づき福島第一原
発の波高を試算し、最大15.7mとなった。推本
長期評価は国のトップ機関の見解であり、東電
担当者は福島第一原発の津波対策は不可避と考
えていたが、2008年７月、東電幹部らは推本
長期評価で指摘されている福島沖巨大津波の対
策を講じず、バックチェックは青本に基づいて
対応する方針を決めた（9）。さらに2008年10月、
津波専門家から貞観津波の情報を得たが、ここ
でも東電はバックチェックに反映しないことを
決めた（10）。

2008年に推本長期評価と貞観津波の情報を
得ながらバックチェックで対応しないことを決
めた東電の意思決定について、調書では以下の
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切迫した問題としてはとらえていなかっ
た。【保安院・名倉氏】＜欠陥的意思決定
D3：リスク評価の失敗＞

・…恥ずかしい話だが、津波でポンプが壊れ
る危険性があるということを認識したの
は、３月11日の震災後の話である。【保安
院・小林氏】＜欠陥的意思決定D3：リス
ク評価の失敗＞

これらの発言から、保安院は津波の危険性
を十分に理解できていなかったため貞観津波の
議論を先送りにしたということがわかる。この
後、福島第一原発の津波の議論はほとんどされ
ないまま、3.11を迎えた。

（３）分析的コーディング
ａ．��既存の集団思考モデルによる分析的コー

ディング
表２に示した分析的コードを用いて、調書

データの分析的コーディングを行った。図４は

簡単にあんなことになるのかということ。
（中略）地震動については、設計に余裕を
持たせている。（津波対策でも）何でもそ
のくらいの余裕は持たせてあるものと思っ
ていた。【津波専門家・岡村氏】＜集団思
考の症状C1：無敵の幻想＞

この発言から、津波専門家は福島沖の巨大
津波の危険性を認識していたが、「原発の安全
設計は余裕を持たせているはずなので、想定超
の津波が来ても深刻な事態にはならない」と考
えていたことがわかる。しかし、実際の原発の
津波対策は想定波高を少し超えただけでメルト
ダウンに至るものであった。

一方、バックチェックで専門家から貞観津
波の指摘を受けながら先送りを決めた保安院の
幹部らは、調書で以下のように述べている。

・…正直なところ、地震が起きた３月11日
の時点において、福島地点における津波
の問題を、いつ起こってもおかしくない

図４　集団思考モデルによる分析的コーディングの結果

出典：公開された調書を基に筆者作成（分析ソフトウェア：MAXQDA…2018）
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ｂ．��組織間関係の９要因と合わせた分析的
コーディング

ここまでの分析により、期間ⅠⅡⅢにおい
て集団思考の症状と欠陥的意思決定が顕著であ
ることが判明したが、既存の集団思考モデルの
先行要因およびメカニズムとはほとんど一致し
ない結果となった。よって、原発関係者に集団
思考の症状および欠陥的意思決定が生じたの
は、既存モデルとは別の要因によるものと考え
られる。そこで、原発関係者が集団思考に陥っ
たメカニズムを解明するため、組織間関係の９
要因（Milch…and…Laumann:…2016）の観点から
分析を行う。

本研究では、集団思考と組織間関係の９要
因の関連を検証するために、MAXQDAの可視
化ツールの１つであるCode…Mapを用いて分析
を行った。Code…Mapでは、コーディング箇所
の出現パターンが類似しているコードがマップ
上で近くに表示され、それぞれのコードの関連
の強さを調べることができる。

前項の分析で顕著であった集団思考の症状
［C1,…C3,…C5,…C7］、欠陥的意思決定［D1-D7］、
および、組織間関係の９要因［R1-R9］の関連
をCode…Mapで分析した結果を図５に示す。
コードのシンボルの大きさは各コードに該当
する記述量、コード間の線の太さは各コード
との共起（co-occurrence）頻度を示している。
なお、図５に示されていない組織間関係の要因

［R1,…R2,…R6,…R8］は調書に該当する記述がな
かった。

図５に示されるとおり、組織間関係の９要
因の内、特に２つの要因［R3,…R4］が集団思
考の症状および欠陥的意思決定と強く関連し
ていた（11）。

１つ目の組織間関係の要因は「R3：役割と
責任の混乱」である。前述のとおり、期間Ⅰの
津波評価部会の津波専門家らは、貞観津波な

MAXQDAのMAXMaps機能を使って期間ⅠⅡ
Ⅲにおける集団思考モデルの各要素［A1-D7］
の頻度を可視化したものである。各要素と各期
間を結ぶ線上の数値は、それぞれの期間に含ま
れる各要素の該当記述箇所数を示しており、線
の太さは該当記述箇所数に比例している。

図中で黒色に着色された要素は期間ⅠⅡⅢ
に共通して見られた要素を示している。これら
の要素は異なる３期間に共通して見られたこと
から、原発関係者に顕著な要素だと考えられる

（以下「顕著な要素」と称す）。また、灰色に着
色された要素は１期間または２期間に見られた
要素、白色の要素はいずれの期間にも該当する
記述が存在しなかった要素を示している。

分析によって以下の２点が明らかとなった。
第１に、［A］先行要因と［B］メカニズムにつ
いては、既存の集団思考モデルの各要素はほと
んど顕著ではなかった。先行要因の中で３期間
に共通して見られた顕著な要素は［A7］のみ
であり、残りの11要素は顕著ではなかった。
また、メカニズムの［B1］および［B2］はい
ずれも顕著ではなく、［B1］に該当する記述が
１箇所あるのみであった。第２に、［C］集団
思考の症状と［D］欠陥的意思決定については、
既存の集団思考モデルの各要素が概ね顕著で
あった。集団思考の症状は８要素中４要素［C1,…
C3,…C5,…C7］、欠陥的意思決定は全要素［D1-
D7］がそれぞれ３期間に共通して見られ顕著で
あった。集団思考の先行研究では、症状または
欠陥的意思決定の有無を判定基準にしている研
究も少なくないことから（Rose:…2011）、原発
関係者は既存モデルとは異なる先行要因および
メカニズムによって集団思考に陥ったと考えら
れる。
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２つ目の組織間関係の要因は「R4：コミュ
ニケーションと情報伝達の欠陥」である。
前述のとおり、青本を作成した津波専門家
らは想定超の津波の可能性を認識していた
が、それが保安院や東電には伝わらずに青本
はバイブルとして扱われ、計算値を超える
津波は来ないと誤って認識された。一方、
バックチェック審査に関与した津波専門家は、
869年に巨大津波（貞観津波）が発生したこと
を知っていたが、原発では余裕を持った設計が
されていると思い込んでいたため、貞観津波の
議論の先送りを認めた。しかし、実際は想定を
少し上回る津波が来ればメルトダウンに至る危
険な状態であった。このように、保安院・東電
および津波専門家の間にコミュニケーションと
情報伝達の欠陥があり、結果として誰も巨大津
波と原発事故を結びつけることができなかった。

どの新たな知見は国が取り入れていくと考え
て、青本に記載しなかった。期間Ⅱの指針分科
会の委員らは、指針で津波の頭出しをすれば
バックチェックで具体的に検討されると考え
て、津波に関する曖昧な一文を指針に記載する
だけに留めた。期間Ⅲのバックチェックでは、
保安院は指針分科会で最新知見として紹介され
た青本に基づいた審査のみ行い、東電は福島沖
の巨大津波は話が大きすぎるので国レベルで検
討すべきと考えた。結果として、誰も福島沖の
巨大津波について深い議論をしないまま、巨
大津波の対策は講じられなかった。このよう
に「自分以外の誰かが対応する」と互いに思
い込み問題が放置される現象は「責任の分散」

（Latané…and…Darley:…1970）として知られるも
のであり、集団の失敗メカニズムとしてしばし
ば指摘されている（e.g.,…釘原:…2013）。

図５　Code�Mapの分析結果

出典：公開された調書を基に筆者作成（分析ソフトウェア：MAXQDA…2018）
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団思考が生じることも可能性としては考えられ
る。ただし、両者の因果関係を直接検証した研
究は見当たらないため、さらなる検証が必要で
ある。

このように先行研究の知見は本分析結果を
一部裏付けるものではあるが、複雑な組織間関
係における集団思考の発生メカニズムはまだ十
分に検証されておらず、さらなる研究が求めら
れる。

６．結び
本研究では、津波想定に関する調書の質的

データ分析（CAQDAS）を行い、集団思考お
よび組織間関係の観点から検証した。既存の
３つの集団思考モデル（Janis:…1982,…Whyte:…
1998,…Baron:…2005）では同調行動［B1］また
は集団極化［B2］によって集団思考が起きる
とされているが、調書を分析した結果、これ
らに該当する記述はほとんど見られなかった。
また、既存モデルの先行要因の大部分［A1-6,…
A8］も顕著ではなかった。一方で、集団思考
の症状の４要素［C1,…C3,…C5,…C7］および欠陥
的意思決定の全要素［D1-D7］が顕著であった
ため、原発関係者は既存モデルとは異なるメカ
ニズムで集団思考に陥ったと考えられる。

さらに、組織事故を誘発する組織間関係の
９要因（Milch…and…Laumann:…2016）の観点か
ら、原発関係者が集団思考に陥ったメカニズ
ムの検証を試みた。Code…Mapを用いた分析の
結果、集団思考の症状および欠陥的意思決定
のコードは、「R3：役割と責任の混乱」および

「R4：コミュニケーションと情報伝達の欠陥」
の２つのコードと強く関連していることが明ら
かとなった。

以上の結果から、原発関係者は、これらの
組織間関係の要因［R3,…R4］によって集団思考
に陥った可能性が考えられる。

５．考察
分析の結果、集団思考の症状の４要素［C1,…

C3,…C5,…C7］および欠陥的意思決定の全要素
［D1-D7］が顕著であり、これらは組織間関係
の２要因［R3,…R4］と強く関連していた。以下
では、これらの関係について先行研究を踏まえ
て考察を述べる。

まず、「R4：コミュニケーションと情報伝達
の欠陥」によって集団思考が生じるという関係
については、いくつかの実証研究で示されてい
る。例えば、Reaves（2018）は、プロジェク
トマネジャーを対象としてインタビュー分析
を行い、不十分なコミュニケーションにより
集団思考が生じることを明らかにした。また、
Valentine,…Valentine,…and…McMinn（2012）は、
フォード／ファイアストンのリコール問題を分
析し、両社の間のコミュニケーションの問題に
より集団思考に陥ったと指摘している。これ
らと同様に、不十分なコミュニケーションに
よって集団思考が誘発されるとの主張はいく
つかの先行研究で見られる（e.g.,…Araka:…2008,…
Kramer…and…Dougherty:…2013）。

次に、「R３：役割と責任の混乱」によって
集団思考が生じるという関係であるが、これと
完全に同一の因果関係を主張する先行研究は見
当たらないものの、類似の因果関係はいくつ
かの実証研究で示されている。例えば、Kroon,…
Hart,…and…Van…Kreveld（1991）は意思決定に関
する責任の有無が集団思考に及ぼす影響を実験
で検証し、自己の責任を強く認識している集団
と比べて自己の責任が欠如している集団では集
団思考の症状が生じやすいことを示した。これ
と同様に、責任の欠如や社会的手抜きによって
集団思考が起きるとの指摘はいくつか見られ
る（e.g.,…Hart:…1998,…Kroon,…Van…Kreveld,…and…
Rabbie:…1992,…釘原:…2013）。これらの先行研究
に鑑みれば、「役割と責任の混乱」によって集
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は、複数の研究者でコーディングを行い、その
一致度を妥当性の指標としている研究も少なく
ない。より厳密な形で集団思考の新たなモデル
を提示するには、複数の研究者でコーディング
を実施してモデルの妥当性を担保するという方
法も有効だと考えられる。

第３に、Code…Mapの分析結果の解釈が挙げ
られる。本研究ではCode…Mapを用いて各コー
ドの関連の分析を試みたが、あくまで各コード
の出現パターンの類似性が示されたに過ぎな
い。今後、関連の度合いの定量化や有意差検定
などの分析手法の開発が望まれる。

第４に、Janis（1972,…1982）の集団思考モ
デルは小集団の分析から考案されたものである
が、本研究ではそれを原発関係者という大き
く複雑な集団に当てはめている点である。集
団思考はJanisの想定より大きな集団でも生じ
得るとの指摘はいくつか見られるものの（e.g.,…
Koerber…and…Neck:…2003）、その適用範囲につ
いてはさらなる研究が必要である。

第５に、本研究では複合集団における集団
思考の防止策まで検討できていない。Janis

（1982）は集団思考の防止策として、第２ラウ
ンド会議（second…chance…meeting）や悪魔の
代弁者（devil’s…advocate）など計９個の防止策
を提案しているが、これらは小集団の集団思考
を想定したものである。これまでの研究では複
合集団における集団思考の防止策は十分に議論
されておらず、今後の研究課題である。

福島原発事故は国会事故調（2012）で人災
と結論づけられており、3.11前の原発関係者の
思想や倫理観を批判する声も根強い。一方、
社会科学の領域では行動倫理学（behavioral…
ethics）への関心が近年高まっており、社会心
理的要因の影響を受けて人は意図せずに非倫理
的行動や意思決定の過ちを犯してしまうことが
明らかとなっている（松井:…2019）。そして行

本研究では、CAQDASの主要ソフトウェア
のMAXQDAを使用したが、従来の質的分析手
法と比較して、CAQDASを行う利点は以下の
ような点が挙げられる。第１に、調書は原発関
係者に対して聴取者がヒアリングした内容を
そのまま記録した一次資料であり、テキスト
データの量が膨大であるだけでなく、様々な情
報が散在しているため、紙媒体を読むだけで
は体系的に理解することが難しい。CAQDAS
用ソフトウェアでは、記述的コードや分析的
コードごとにテキストデータを抽出することが
できるため、複数の原発関係者の発言内容の比
較や整理が容易となる。第２に、膨大なテキス
トデータを読んでいると、研究者は自身の関心
が高い記述箇所に目を奪われ、情報選択バイア
スに陥りがちであるが、テキストデータを１行
ずつ丁寧にコーディングし、その作業を何度も
繰り返すことで、見落としている記述箇所（す
なわち、コーディングしていない箇所）に気付
きやすくなる。このように、CAQDAS用ソフ
トウェアを使用することで、膨大かつ整理され
ていないテキストデータが扱いやすくなり、さ
らに研究者自身の情報選択バイアスを低減でき
る効果があると考えられる。

一方、本研究にはいくつかの課題がある。第
１に、分析対象を津波想定に関する調書データ
に限定している点である。福島原発事故におけ
る集団思考の影響を検証するためには、津波想
定以外の問題（重大事故対策や避難対策の不備
など）の分析も今後求められる。また、公開さ
れた調書は本人の同意が得られたものだけであ
り、公開されていない調書は分析できていない
ため、これらの非公開調書に本研究では明らか
にできなかった別の問題が潜んでいる可能性も
考えられる。

第２に、コーディングを１人の研究者で実
施している点である。CAQDASの先行研究で
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＜注＞
（１）… …第二次世界大戦中に連合国軍によって行

われ、失敗に終わった軍事作戦。
（２）… …技術的システムだけでなく、社会的シス

テムなども含む。
（３）… …国土庁などの７省庁が作成した手引き。

モデル計算により波高を算出する。
（４）… …古文書などで波高の記録が残っている津

波。
（５）… …７省庁手引きには「統計的手法で遠地津

波を想定することは困難」と記載されて
いる。

（６）… …869年に東北地方太平洋岸を襲ったとさ
れる巨大津波。

（７）… …確実に存在したか十分に確認されていな
いとの理由により防災対象から外され
た。

（８）… …日本の原発の安全規制は原子力安全委員
会と保安院のダブルチェック体制を取っ
ていた。原発の直接的な安全審査は保安
院によって行われていたが、原子力安全
委員会は規制当局とは独立した立場で安
全指針などを定め、規制当局および事業
者を指導する役割を担っていた。

（９）… …東電幹部らは念のため土木学会に福島沖
津波の検討を依頼した。

（10）… …東電幹部らは貞観津波も推本長期評価と
同じようなものと受けとめ、土木学会に
検討を依頼した。さらに、堆積物調査を
行うことも決めた。

（11）… …本分析では、マップ上で近くに表示さ
れ、コード間が線で結ばれているコード
を強い関連として扱う。
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ば、企業倫理の確立は達成されない。制度が
有効に機能するためには、背後にある組織風
土・文化といった非公式の目に見えない要因が
重要となるのである（中野・山田・福永・野
村：2009）。

このような観点から、我々はこれまで個人

１．はじめに
企業倫理の確立に向けて、多くの企業が個

人の良心に過度に依存することなく、組織内に
様々な制度を構築する制度化の取り組みを充
実させてきた（中野・山田：2016）。しかし、
制度が構築されるだけで実際に機能しなけれ

組織の倫理風土と非倫理的行為：
日本企業における実証研究

The…Effects…of…Organizational…Ethical…Climate…on…Unethical…Conduct:
An…Empirical…Study…in…Japanese…Firms
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の倫理意識と行動の乖離への組織風土の影響
（山田・福永・中野：2005）、制度と組織風土
との適合（中野・山田：2006）、組織の倫理風
土の定量的測定指標の妥当性と有効性の検証

（山田・中野・福永：2015）といった共同研究
を行ってきた。しかし、これらの研究におい
て、組織の倫理風土と非倫理的行為との関係に
ついては検討されていなかった。

そこで、本稿は日本企業を対象に、制度化
及び組織の倫理風土の非倫理的行為への影響
の違いを確認すると共に、非倫理的行為を抑
制（助長）する組織の倫理風土の特性を解明す
ることを目的とする。この目的を達成すること
で、組織の倫理風土と非倫理行為との関係が客
観的データによって裏づけられ、組織の倫理風
土変革への何らかの示唆を提示できるのであ
る。

２．先行研究
２−１　組織の倫理風土の概念

組織の倫理風土（ethical…work…climates）と
は、倫理的な内容を有する典型的な組織慣行と
手続きに関する共有された認知であり（Victor…
and…Cullen：1988）、組織内で正しい行動とは
何か、倫理的な問題がどのように処理される
か、に関する共有された認知である…（Cullen,…
Victor,…and…Stephens：1989）。組織の倫理風
土は、組織メンバーが倫理的問題をいかに認
知し、どのような基準を用いて理解し、解決
するのかを決定づける役割を果たす（Cullen,…
Victor,…and…Stephens：1989）。

組織の倫理風土は、倫理的な意思決定基準
及び倫理的意思決定において参照される分析
レベルの２つの次元から構成される。倫理的
な意思決定基準は、どのような倫理基準に基
づいて意思決定が行われる傾向にあるかを表
す。この次元はKohlbergの道徳性発達理論を

基盤に「利益追求（egoism）」、「他者への配慮
（benevolence）」、「原理・原則（principle）」の
３つの基準が設定される。「利益追求」は自己
利益の最大化、「他者への配慮」は他者の幸福、
他者との良好な関係、他者への影響、「原理・
原則」は法律、規則、手続きの遵守がそれぞれ
倫理的理由づけの中心となる。

倫理的意思決定の際に参照する分析のレベ
ルは、組織の意思決定に倫理基準が適用される
場合に使用される倫理的理由づけの場、ある
いは組織の意思決定の倫理的分析に際して考
慮される境界を明確にするものである（Victor…
and…Cullen：1988）。これはMerton等が提示し
た準拠集団（reference…group）の概念と整合
しており「個人（individual）」、「組織・チーム

（local）」、「社会一般（cosmopolitan）」の３つ
が設定される。「組織・チーム」の視点では、
組織の中でとる行動や態度は同僚や上司をみて
決め、「社会一般」の視点では、法律や職業倫
理等の組織外の基準で自己の行動や態度を規定
する。

以上それぞれ３つのカテゴリーから構成さ
れる２つの次元を掛け合わせ、理論的に９つの
組織の倫理風土類型が規定される（図１）。「自
己利益風土」は、自らの利益や身を守ることを
最優先する傾向を持つ。「会社の利益風土」は、
会社の利益や戦略的優位を最優先する傾向を示
す。「効率風土」は、資源を無駄にせずにでき
るだけ低コストで事業を展開するといった個人
や組織を超えた社会システム、経済システムの
利益や効率を第一に考える。「友情風土」は、
組織の一員か否かに関係なく、友情や相互利益
の点で他人を第一に考える傾向を示す。「チー
ムへの関心（チーム・ワーク）風土」は、団結
心やチーム・プレーのような組織的まとまりを
最優先する傾向にある。「社会的責任風土」は、
組織外のステークホルダーを考慮する傾向を持
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つ。「個人の倫理・道徳風土」は、個人が自ら
の倫理観に従って行動するように期待する。

「会社の規則・手続き風土」は、会社内のルー
ルや手続きに従うことを最優先する傾向にあ
る。「法律・職業倫理風土」は、法律や専門職
の倫理規範のような外部の普遍的なルールや原
則に従う傾向を示す。

２−２　�組織の倫理風土と非倫理的行為との
関係

組織の倫理風土と非倫理的行為の関係につ
いては、これまで多くの研究が行われ、知見が
蓄積されてきた。先行研究で取り上げられた
非倫理的行為は、盗み、虚偽、ルール違反、
共犯者になるという４つの行動（Wimbush,…
Shepard,…and…Markham：1997）、７つの倫理
逸脱行為（三井・根村・櫻井・高尾：2017）、
職場での不正行為（Vardi：2001）、プロジェ
クトの現況に対する間違った報告（Smith,…
Thompson,…and…Iacovou：2009）、職場でのいじ
め行為（Bulutlar…and…Öz：2009）、職場のコン
フリクト（Shafer：2009）、複数の項目を合成

図１　組織の倫理風土の理論的タイプ

  分析レベル  
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出所）Cullen,…Victor,…and…Stephens…（1989）,…p.58,…Exhibit…２を参考に作成。

した変数（Treviño,…Butterfield,…and…McCabe：
1998,…Peterson：2002,…Kaptein：2011）等であ
る。

これら先行研究から共通に得られた知見を
まとめると、他者への配慮や法令・原則の遵守
を重視する倫理風土は、組織における非倫理的
行為を抑制し、逆に自己利益の優先や道具主義
的傾向が顕著に見られる利益追求を重視する倫
理風土は、非倫理的行為を助長する傾向が強い
ということである（Martin…and…Cullen：2006,…
Simha… and…Cullen：2012,…Newman,…Round,…
Bhattacharya,…and…Roy：2017）。

３．実証分析の方法
３−１　データ収集の方法

本研究の分析に使用したデータは、イン
ターネット・リサーチ会社に登録しているアン
ケート調査のモニタ会員から収集したものであ
る。まず、日本企業に勤務する正規従業員を前
提条件とし、所属部署、業種、従業員規模に
おける各カテゴリーがほぼ同数となるように
割付条件を設定した。その上で、インターネッ
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「自己利益風土」を測定する第１番目の項目と
いう意味である。個別の測定項目は、「自己利
益風土」がEI1～EI4、「会社の利益風土」がEL1
～EL4、「効率風土」がEC1～EC4、「友情風土」
がBI1～BI4、「チームへの関心（チーム・ワー
ク）風土」がBL1～BL4、「社会的責任風土」が
BC1～BC4、「個人の倫理・道徳風土」がPI1～
PI4、「会社の規則・手続き風土」がPL1～PL4、

「法律・職業倫理風土」がPC1～PC4である。

（２）制度機能指数の測定
企業倫理の制度化は、制度の整備度合い及

びそれらの制度が機能している度合いという２
つの視点から測定を行った。

まず、具体的な制度として①倫理規範の制
定、②企業倫理委員会の設置、③企業倫理専門
担当部署の設置、④企業倫理専門担当役員の配
置、⑤企業倫理やコンプライアンス教育・研修
の実施、⑥外部の第三者に倫理・コンプライ
アンス違反をチェックしてもらう仕組みの構
築、⑦倫理・コンプライアンスの相談窓口の設
置、⑧倫理・コンプライアンス違反を犯した従
業員に対するペナルティの制度化、⑨企業倫
理・コンプライアンス活動の実施状況の定期
的な確認といった９項目を設定し、「行ってい
る」（１）、「行っていない」（２）、「よくわから
ない」（３）の３択で取り組み状況を把握した。

次に、上記９項目が実際に機能している度
合いについて「十分機能している」（１）、「あ
る程度機能している」（２）、「あまり機能し
ていない」（３）、「ほとんど機能していない」

（４）、「全く機能していない」（５）の５段階
リッカート・スケールにより測定を行った。
なお、実際の分析では機能している場合の数
値が大きくなるようにスケールを逆転させ、

「十分機能している」（４）、「ある程度機能して
いる」（３）、「あまり機能していない」（２）、

ト・リサーチ会社に対し1,200人程度のサンプ
ル収集を依頼した。その後、これらモニタ会員
を対象にインターネット・リサーチによるア
ンケート調査を実施した。調査の実施期間は
2018年４月25日から４月26日である。当初の
回答数は1,260人であったが、派遣、契約、嘱
託等、正規従業員の範囲外に相当するサンプル
が含まれていたため、これらを除外した1,216
人を分析の対象とした（1）。

３−２　測定指標
（１）組織の倫理風土の抽出

本稿では組織の倫理風土の定量的測定指標と
して、VictorとCullen…によって開発されたEthical…
Climate…Questionnaire（以下、ECQ）を採用し
た。ECQは組織の倫理風土の定量的測定に関
する先行研究で最も多く採用されており（Simha…
and…Cullen：2012）、日本企業へのECQの適用
可能性を検証した我々の研究（山田・中野・福
永：2015）においても有効性が確認されているか
らである。

今回はECQの測定指標として、Cullen,…Victor,…
and…Bronson（1993）で提示された36項目から構
成されるECQを採用した（Appendix…1）。これ
ら36項目について、「全くその通り」（１）から

「全く違う」（６）の６段階リッカート・スケー
ルにより測定を行った。なお、分析に使用する
際はある倫理風土の傾向が高くなるほど数値が
大きくなるように、スケールを逆転させ「全く
違う」（１）から「全くその通り」（６）のよう
な変換を行った。

ここでAppendix…1に基づき、個別の倫理風
土特性を測定する項目を確認しておく。設問
項目に記載されているアルファベットと数字
は、ECQの理論的次元を構成する設問項目と
番号に相当する。例えば、EI1は利益追求の基
準（E）と個人の分析レベル（I）で構成される
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Appendix…2の設問番号。以下、同様）、贈収賄
（3,…13）、公私混同（1,…2）、虚偽報告（10）、対
人逸脱行為（8,…9,…12,…16）、保身・黙従（7,…15,…
24）、非倫理的雇用慣行（17,…20,…21）、顧客・
取引先に対する逸脱行為（19,…23）、価格の調整

（18）の９つのタイプに集約した（3）。これら９つ
のタイプについて価格の調整と虚偽報告以外は
平均値を算出し、非倫理的行為の変数とした。

（４）コントロール変数
コントロール変数として、創業からの年数

（2018－回答者の所属企業の創業年）に加え、
業種、規模、役職、部門、社長属性の５つの
属性変数からダミー変数（4）を作成した。業種ダ
ミーは非製造業（０）、製造業（１）とした。
規模は従業員1,000人未満（０）を基準に、規
模大ダミー（5,000人以上（１）、1,000人以上
5,000人未満（０））及び規模中ダミー（5,000
人以上（０）、1,000人以上5,000人未満（１））
を作成した（以下、全て同様に作成）。役職は
その他を基準に、役員ダミー、上級管理者ダ
ミー、中級管理者ダミー、下級管理者ダミーを
設定した。部門は製造を基準に、営業ダミー、
管理ダミー、技術ダミー、研究開発ダミーを設
定した。社長属性はその他を基準に、創業者・
創業家出身ダミー、生え抜きダミー、官庁・メ
インバンク・親会社等ダミーを設定した（「わ
からない」/「覚えていない」は欠損値）。

４．分析手法と結果
４−１　抽出された組織の倫理風土
（１）抽出された因子

1,216人のデータを対象に、プロマックス回
転を伴う主因子法により因子分析を行い、組織
の倫理風土に関する因子を抽出した。プロマッ
クス回転を採用した理由は、因子間の相関関係
の存在を想定したためである。固有値１以上の

「ほとんど機能していない」（１）、「全く機能し
ていない」（０）という変換を行った。…

最後に、取り組み状況で「１」と回答された
項目を抽出し、その制度が機能している度合い
の合計を制度の総数（９）で割った値を算出し

「制度機能指数」と規定した。例えば、取り組
み度合いで「１」と回答された項目が３つあり、
それぞれの機能の度合いが「４」「２」「０」と
回答されている場合、制度機能指数は（４+２
+０）/９=0.67となる（2）。

（３）非倫理的行為の測定とタイプ分け
非倫理的行為の測定指標は、Akaah（1992）、

Treviño…and…Weaver…（2003）等を参考に24項
目を設定した（Appendix…2）。本研究のオリ
ジナルな点は、既存の先行研究に含まれてい
ない、組織のために行ってしまう非倫理的行
為（保身・黙従、価格の調整）や情報の取り扱
い、セクハラ・パワハラ、非倫理的雇用慣行と
いった現代的な問題を設定していることであ
る。これら24項目について、最近１年間にど
の程度見聞きしたことがあるかを「しばしば見
聞きする」（１）、「時々、見聞きする」（２）、

「たまに見聞きする」（３）、「ほとんど見聞きし
たことがない」（４）、「全く見聞きしたことが
ない」（５）の５段階リッカート・スケールに
よって測定した。

ここでは、回答者に非倫理的行為を自己申
告させるのではなく、企業内で見聞きした非倫
理的行為の頻度を問うことで非倫理的行為のレ
ベルを測定している。これは、非倫理的行為
を自己申告させた場合に起こる「社会的望ま
しさによるバイアス」を回避するためである

（Treviño…and…Weaver：2003,…p.238,…p.277）。
次に、三井・根村・櫻井・高尾（2017）を参

考に、24項目の非倫理的行為を関連のある項目
でまとめ、職務逃避行動（4,…6,…11,…14：数字は
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因子を抽出するという条件のもと、36項目を
投入して因子分析を行ったところ、PL4項目が
単独で１つの因子を形成する結果となった。こ
のためPL4を除外し、残り35項目で再度因子分
析を行った。しかし、今度はEI4項目が単独で
１つの因子を形成する結果となった。そこで、
PL4及びEI4を除く34項目によって３回目の因
子分析を行った。

３回の因子分析を行った結果、５つの因子
が抽出された（表１）。これら抽出された５つ
の因子について、各因子の構成項目の平均値を
算出し、組織の倫理風土変数とした。第１因子
は「友情風土」及び「チームへの関心（チーム・
ワーク）風土」に関するそれぞれ４つの設問、

「社会的責任風土」に関する３つの設問を中心

表１　パターン行列と因子負荷量
因子

配慮 原則・規則 自己利益

会社の利

益・効率

個人の倫

理・道徳
BI4 わが社では、個々の社員に配慮して意思決定が行われる。 .888 ‒.187 .003 ‒.077 .074
BL4 わが社の社員は、何が従業員のベストになるかについて大きな関心を持っている。 .837 ‒.102 ‒.034 .055 .021
BI3 わが社では、何が個々の社員にとってベストなのかが主な関心事となっている。 .778 ‒.187 .030 .074 .092
BL2 われわれの主な関心事は、何が全社員のベストになるかということである。 .729 .087 .061 ‒.067 ‒.027
BL1 わが社では、社員の幸福が第ーとされている。 .722 .049 ‒.061 ‒.150 .102
BC2 わが社の社員は、社外のコミュニティに対して強い責任感を持っている。 .621 .106 ‒.105 .055 ‒.050
BI2 わが社の社員は、互いにとって何がベストになるかということをいつも留意している。 .620 .236 ‒.028 .004 ‒.057
BI1 わが社の社員は、互いのためになることを常に気づかっている。 .597 .104 ‒.131 ‒.008 .091
PC4 わが社では、法律あるいは職業倫理基準に従うことが期待されている。 .570 .227 .258 ‒.124 ‒.061
BL3 わが社の社員は、チーム・ワークの精神を重要なものとして捉えている。 .531 .070 ‒.224 .160 .084
BC4 わが社では、意思決定が顧客や社会にどのような影響を与えるかが主な関心事となっている。 .524 .125 ‒.027 .143 ‒.016
BC3 わが社の社員は、顧客や社会の利益について進んで関心を持つ。 .464 .071 ‒.109 .301 ‒.095
PI3 わが社では、個々の社員が自らの道徳観を大切にすることが最も重視されている。 .456 .243 .045 ‒.116 .275
PC2 わが社では、他の何よりもまず法律と職業倫理基準に従うことが期待されている。 .132 .856 .034 ‒.170 ‒.042
PL2 わが社では、全社員が会社の規則や手続きに忠実であることが期待されている。 ‒.141 .834 .008 .099 ‒.038
PC3 わが社の社員は、法律あるいは職業倫理基準に忠実に従うことが期待されている。 ‒.032 .778 ‒.012 .068 ‒.027
PC1 わが社の社員は、意思決定を行うに当たり、まずはじめに法律を犯していないかを考慮する。 .135 .748 .049 ‒.157 .005
PL1 わが社では、社員が会社の規則や手続きを忠実に守ることが非常に重視される。 ‒.050 .690 .005 .144 ‒.075
PL3 わが社では、規則通りに行動した社員が評価される。 .171 .497 .179 .052 ‒.098
PI1 わが社の社員は、自らの倫理的、道徳的信念に従って行動することが期待されている。 .128 .411 ‒.104 .117 .203
BC1 わが社では、社員が常に顧客や社会にとって正しいことをすることが期待されている。 ‒.015 .405 ‒.219 .333 .145
EI3 わが社の社員は、他のメンバーに配慮するよりも自らの利益を守ろうとする。 ‒.186 .034 .756 ‒.004 .225
EI1 わが社の社員は、ほとんどが自分の利益だけを考えている。 ‒.099 .023 .716 ‒.120 .141
EI2 わが社では、自らの個人的なモラルとか倫理観などと言っていると他の人に負けてしまう。 .060 ‒.035 .670 .009 .029
EL2 わが社では、会社の利益を損ねた時に、仕事のレベルが低いとみなされる。 ‒.146 .093 .506 .302 ‒.013
EC3 わが社では、社員一人ひとりが効率的に仕事をすることが何よりも期待されている。 ‒.067 .031 .042 .685 .140
EC4 わが社では、効率的に問題を解決することが常に求められている。 .028 .032 ‒.009 .619 .053
EL1 わが社の社員は、会社の利益向上に結びつくような行動をすることが期待されている。 ‒.183 .226 .052 .550 .074
EL4 わが社の社員は、まず会社の利益を第一に考えて意思決定を行っている。 .214 ‒.066 .231 .482 ‒.116
EC2 わが社では、最も効率的なやり方が常に「正しい」やり方とされている。 .141 ‒.095 .394 .411 .007
EC1 わが社では、まず効率性を優先することが社員の主な責務とされている。 ‒.025 .005 .381 .391 .072
EL3 わが社の社員は、他の何よりも会社の利益を気にしている。 .248 .005 .317 .370 ‒.147
PI2 わが社の社員は、それぞれ自分で善悪の判断を行っている。 .145 ‒.078 .234 .076 .488
PI4 わが社の社員は、自分自身の個人的な倫理観に基づいて行動している。 .190 ‒.022 .219 .129 .429
固有値 11.559 3.926 1.918 1.323 1.091
信頼係数（クロンバッハのα） 0.929 0.894 0.786 0.812 0.616

に構成されているため「配慮風土」と命名した
（0.929：数字は信頼係数。以下、同様）。第２
因子は「会社の規則・手続き風土」及び「法律・
職業倫理風土」に関するそれぞれ３つの設問を
中心に構成されているため、「原則・規則風土」
と命名した（0.894）。第３因子は「自己利益風
土」に関する３つの設問を中心に構成されてい
るため、「自己利益風土」と命名した（0.786）。
第４因子は「会社の利益風土」に関する３つの
設問及び「効率風土」に関する４つの設問から
構成されているため、「会社の利益・効率風土」
と命名した（0.812）。第５因子は「個人の倫理・
道徳風土」の２つの設問のみで構成されてい
るため、「個人の倫理・道徳風土」と命名した

（0.616）。
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４−２　階層的重回帰分析の結果
（１）階層的回帰分析

非倫理的行為に対する制度化と組織の倫理
風土の影響を確認するため、９つの非倫理的行
為を被説明変数、制度機能指数、組織の倫理風
土を説明変数とする回帰分析を行った（5）。今回
は特に、制度の機能及び組織の倫理風土を変数
として投入した際の回帰モデルの説明力の変化
を捉えるため、階層的回帰分析を行った。

最初に、コントロール変数の影響を除去す
るため、コントロール変数のみを投入する（表
２のモデル１）。次いで、制度化の影響を確認
するため、コントロール変数に加え、制度機能
指数を投入する（表２のモデル２）。最後に、
組織の倫理風土の影響を確認するため、コント
ロール変数、制度機能指数に加え、組織の倫理
風土を投入する（表２のモデル３）。

（２）因子抽出後の倫理風土の構造
図２は因子抽出後の倫理風土の構造を示し

たものである。今回抽出された因子の中で理論
的な枠組みと整合するものは「自己利益風土」
と「個人の倫理・道徳風土」の２つのみであっ
た。しかし、両者共に完全に理論モデルと整合
している訳ではない。「自己利益風土」からは
構成要素が１つ欠落し、別の風土の構成要素が
１つ結合している。また、「個人の倫理・道徳
風土」の構成要素は２つのみで、信頼係数も
0.616とやや低くなっている。

一方、「会社の利益風土」と「効率風土」、「会
社の規則・手続き風土」と「法律・職業倫理風
土」がそれぞれ統合された倫理風土のパターン
として出現している。さらに、他者への配慮と
いう倫理的意思決定基準を基盤とする３つの倫
理風土が全て結合し、１つの倫理風土として出
現している（別の風土の設問２つを含む）。

図２　因子抽出後の倫理風土の構造
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表２　職務逃避行動を被説明変数とする階層的回帰分析
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には組み込まれていないが、経営トップやミド
ルのリーダーシップのあり方、規模や職種ごと
の分析といった点も今後検討する必要があるの
ではないだろうか。

（３）個別分析から得られた顕著な特徴
次に、個別の分析結果の中で特に顕著に見

られた特徴を取り上げる。第１に贈収賄を被説
明変数とした場合、「配慮風土」が非倫理的行
為の助長要因となる点である。他者への配慮が
行き過ぎて、便宜を図ってもらったことへの感
謝の念が強くなるか、あるいは便宜を図ること
で他者に配慮している見返りを当然と思う気持
ちが強くなり、金銭や物の授受を受け入れてし
まうことが推測される。

第２に職務逃避行動を被説明変数とした場
合、「原則・規則風土」が非倫理的行為の助長
要因となる点である。原則・規則の遵守があま
りに厳しすぎると、個人は手続きやルールに縛
られ、抑圧された気持ちを強く持つようにな
り、モチベーションの低下や反発が生まれ、結
果として職務逃避的な行動に向かってしまう可
能性がある。

第３に価格の調整を被説明変数とした場
合、原則・規則風土のみが非倫理的行為の抑制
要因となる点である。価格の調整や談合を回避
するには、手続きやルールを厳格に構築し、そ
れを遵守する組織風土を醸成していくことが重
要になると考えられる。

第４に顧客・取引先への逸脱を被説明変数
とした場合、「会社の利益・効率風土」のみが
非倫理的行為の抑制要因となる点である。「会
社の利益・効率風土」を重視する組織では、外
部のステークホルダーへの配慮が、長期的な会
社の利益や効率性に結びつくという認識が共有
されている可能性を指摘することができる。

第５に非倫理的雇用慣行を被説明変数とし

（２）全般的な傾向
階層的回帰分析の結果（6）、以下のような全般

的傾向が浮かび上がってきた。第１に全ての回
帰モデルにおいて、モデル１からモデル２、モ
デル３へ移行するに従い、モデルの説明力が上
昇したことである。コントロール変数について
は、標準化係数が統計的に有意な項目もわずか
ながら存在しているが、モデルの説明力は非常
に弱く、非倫理的行為に与える影響は小さい。
一方、モデル２において、制度機能指数は非倫
理的行為の抑制要因となっており、企業倫理を
確立する上で制度の機能の重要性が示された。
しかし、組織の倫理風土を加えたモデル３で
は、制度機能指数の標準化係数はモデル２に比
べいずれも小さくなり、非倫理的行為に対する
抑制機能は低下している。非倫理的行為の抑制
要因としては、制度の機能よりも組織の倫理風
土の影響が大きいということである。

第２に個別の非倫理的行為の特性を超え
て、組織の倫理風土の機能にある程度の共通性
が認められた点である。例えば、「自己利益風
土」は全ての非倫理的行為の助長要因となり、
多くの先行研究と整合している。また、「個人
の倫理・道徳風土」も贈収賄、虚偽報告、対人
逸脱行為以外の６つの非倫理的行為において助
長要因となり、これは先行研究の傾向とは逆の
結果を示している。一方、「配慮風土」及び「会
社の利益・効率風土」は共に９つの回帰モデル
のうち４つ、「原理・原則風土」は３つと限定
されるが、非倫理的行為の抑制要因となってい
る。非倫理的行為の助長要因は比較的明確に規
定できるが、抑制要因はやや安定性に欠ける結
果となった。

第３にコントロール変数と非倫理的行為と
の明確な関係性は見出せなかった点である。た
だし、役職、規模、職種等では標準化係数が統
計的に有意であるものも存在する。今回の分析
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が存在する点である。例えば、「自己利益風土」
は全ての非倫理的行為を助長する要因となって
いる。「自己利益風土」の構築を予防すると共
に、もし「自己利益風土」の特徴が顕著に見ら
れる場合は組織風土の変革が必要となる。一
方、「配慮風土」は９つの回帰モデルのうちの
４つ、「原則・規則風土」は３つと限定されて
いるが、非倫理的行為の抑制要因となることが
確認された。概ね先行研究の知見と整合するも
のと言えよう。法令遵守の活動を通じて、法令
や規則を遵守できる組織風土を構築し、さらに
その上に他者への配慮も実践できる組織風土を
醸成することが、非倫理的行為の抑制に必要な
のではないだろうか。

ただし、「配慮風土」は贈収賄で、「原則・規
則風土」は職務逃避行動で非倫理的行為の助長
要因となった。また、「配慮風土」と「原則・
規則風土」が同時に非倫理的行為の抑制要因と
なるケースは皆無であった。むしろ、「配慮風
土」と「原則・規則風土」が同一の非倫理的行
為に対して逆の方向で機能するケースもいくつ
か確認された（９つの回帰モデルのうち３つ）。
これら結果から、両風土共に非倫理的行為の抑
制要因としては、やや安定性に欠ける面も認め
られる。また、両者の関係も「原則・規則風土」
が基盤となり、その上に「配慮風土」が構築さ
れるというような単純なものではない可能性が
ある。今回の分析からはこれ以上の深い考察を
行うことはできないが、今後は今回考慮されな
かった倫理風土変数相互の関係性にも焦点を当
てる必要がある（7）。

（２）予期せぬ分析結果
次に、今回の分析から得られた予期せぬ結

果を検討する。第１に先行研究では非倫理的
行為の抑制要因として位置づけられる「個人
の倫理・道徳風土」が、今回は非倫理的行為

た場合、標準化係数が統計的に有意な抑制要因
としての組織の倫理風土が存在しない点であ
る。一方、モデル３における制度機能指数は、
モデル２に比べ非倫理的雇用慣行の抑制機能は
低下するが、標準化係数は統計的に有意であ
る。制度化と組織の倫理風土を個別に検討する
だけでなく、両者の相互作用や組み合わせの視
点が重要になると思われる。

５．考察
（１）支持された仮説

まず、先行研究の知見や仮説が支持された
点に関して検討していく。第１に非倫理的行為
の抑制には、制度の数や範囲ではなく、機能す
ることの重要性が確認された点である。制度機
能指数は単独で投入された９つの回帰モデル

（モデル２）全てで非倫理的行為の抑制要因と
なった。一方、本稿の分析結果には示されてい
ないが、取り組んでいる制度の数を単純に合計
した「制度化指数」を投入した階層的回帰分析
を行った結果、制度化指数単独では回帰モデル
の説明力は向上せず、標準化係数も統計的に有
意にならなかった。

第２に非倫理的行為の抑制には、制度の機
能以上に組織の倫理風土が一層重要になること
が確認された点である。制度機能指数は単独で
も非倫理的行為の抑制要因となったが、組織の
倫理風土投入後、標準化係数は小さくなり、非
倫理行為に対する抑制機能は低下した。この点
からも、制度自体よりも制度が機能する基盤
となる組織の倫理風土が重要であるという、
我々の仮説が支持されている。制度化と組織の
倫理風土を別個に捉えるのではなく、両者の相
互作用や組み合わせの視点が必要と考えられる
が、この点については今後の課題としたい。

第３に組織の倫理風土と非倫理的行為との
関係において、先行研究の知見と整合するもの
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「会社の利益風土」と「効率風土」が１つの因
子として結合した点について、あらためて設
問項目を確認してみると、「効率風土」に関わ
る質問項目の内容は、企業内の効率性重視の姿
勢と判断された可能性が高いと推測される。本
来、「効率風土」は社会システム全体の効率性
や社会経済全体の利益を考えて事業展開すると
いう意味を有するものと理解できる（8）。具体的
に言うと、よりコスト低減を意識したビジネス
モデルの構築、事業展開を行う際になるべく低
コストで無駄なく進めることを重視するような
組織風土の特性である。しかし、我々が翻訳し
たECQの内容では、回答者が「会社内部の効
率性重視」と捉えてしまう可能性が高いものと
考えられる。このため、会社の利益重視と会社
の効率性重視が同じ次元として結合したのでは
ないかと考えられる（9）。

結局、今回は会社の利益と効率が同じ本質
を有する１つの次元として認識されたのかもし
れない。それにも関わらず、会社の利益や内部
の効率を優先するという意味で結びついた次元
が、非倫理的行為の抑制要因となっていること
は、我々の重要な発見事項であると言える（10）。

６．結論
本稿では、アンケート調査のデータに基づ

き、企業倫理の制度化及び組織の倫理風土と非
倫理的行為との関係を探求してきた。個人の倫
理的な意思決定や判断をサポートする組織内の
制度を機能させていくことで、企業倫理が確立
され、非倫理的行為は抑制されるのである。構
築される制度の数や範囲ではなく、実際に機能
させることが重要なのである。

さらに、制度の機能以上に重要となるのが
組織の倫理風土の特性である。特に、自己の利
益を優先したり、個人の倫理的意思決定や判断
が個人倫理の確立だけに任されるような倫理風

の助長要因として逆に機能している点である。
今回の分析結果から、「個人の倫理・道徳風土」
は、贈収賄、虚偽報告及び対人逸脱行為以外の
６つの非倫理的行為において、回帰モデルで標
準化係数が負の値をとり、統計的にも有意であ
ることが確認された。

「個人の倫理・道徳風土」を構成する２つ
の測定項目をみると、各人が自身の個人的な倫
理観に基づいて、自分で善悪の判断を行うと
いった内容になっている。この内容から、今回
抽出された「個人の倫理・道徳風土」は、倫理
的意思決定や判断を行う際に、会社の関与や上
司・同僚のサポートもなく、全て個人の倫理観
に任されてしまう、ある種の放任状態に置かれ
るような組織風土の特性を表しているとも考え
られる。日本企業では、個人が倫理的意思決定
や判断を行う際に何も組織的なサポートが受け
られず、個人倫理の確立に依存してしまう組織
風土では、非倫理的行為を抑制できず、むしろ
助長することになる可能性がある。日本企業の
場合、個人倫理の確立だけでなく、個人の倫理
的意思決定や判断を支える制度、それを機能さ
せる組織風土、上司や同僚のサポート等が必要
と考えられる。

第２に先行研究の知見や我々の仮説では非
倫理行為の助長要因と位置づけられる「会社の
利益・効率風土」が、一部で非倫理的行為の抑
制要因となっている点である。「会社の利益・
効率風土」は、９つの回帰モデルのうち４つ（職
務逃避行動、贈収賄、公私混同、顧客・取引先
への逸脱）で非倫理的行為を抑制することが確
認された。

我々が事前に想定していた仮説は、日本企
業では個人の私利私欲を原因とする非倫理的行
為より、会社のために非倫理的行為に向かうこ
とが多いのではないか、というものであった。
なぜ、このような結果が生じたのだろうか。
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与えるプロセスを説明するための媒介変数とし
て組織の倫理風土を捉える視点、個人やチー
ム・集団の様々な変数と非倫理的行為の関係に
影響を与えるモデレータ変数として組織の倫理
風土を捉える視点も欠落している。今後はこれ
ら複雑な関係性をモデルに組み込み、組織の倫
理風土の機能を多角的に解明することも必要と
なる。

これら残された課題については、今後の研
究の中で解明していくことにする。

【謝辞】
本研究は麗澤大学企業倫理研究センターよ

り平成30年度の研究助成を得て行った成果で
ある。貴重な研究の機会を与えて下さった同セ
ンターに対し、御礼申し上げる次第である。

注
（１）… …デ ー タ の 特 性 は 中 野・ 山 田・ 福 永

（2019）、４頁を参照。
（２）… …匿名査読者より９つの制度間のウェイト

付けの問題について指摘を受けた。この
点について我々も認識しており、今後の
課題としたい。

（３）… …情報の不正な扱い（5,…22）は、調査自
体の倫理性という側面から、当初設定し
た設問内容の変更を余儀なくされた。
従って、当初に我々が意図した内容と乖
離したため、今回は分析の対象から除外
した。

（４）… …ダミー変数の作成プロセスの詳細は中
野・山田・福永（2019）、８頁…注記２を
参照。

（５）… …コントロール変数、制度機能指数、
組織の倫理風土各変数の記述統計は
Appendix…3を参照。

土が醸成されている場合、非倫理的行為が助長
される傾向が認められた。逆に、原則や規則の
遵守を基盤に、他者への配慮まで考慮できるよ
うな倫理風土が醸成されている場合、非倫理的
行為が抑制される傾向にあることが確認され
た。また、会社の利益や効率を重視する倫理風
土が非倫理的行為を抑制するという重要な発見
も得られた。ただし、これら抑制要因は全ての
非倫理的行為に対して、統計的に有意という訳
ではなく、非倫理的行為の助長要因に比べ、や
や安定性を欠いている点に注意する必要があ
る。

最後に、本研究の限界と今後の研究課題に
ついて言及する。第１に組織の倫理風土と非
倫理的行為との関係について、全般的な傾向
は確認できたものの、個別の非倫理的行為と
倫理風土との関係の厳密な解明までには至っ
ていない点である。特に、今回は当初想定し
ていなかった結果もいくつか発見された。
例えば、「個人の倫理・道徳風土」が非倫理
的行為を助長したり、「会社の利益・効率風土」
が非倫理的行為を抑制したり、「配慮風土」と

「原則・規則風土」が同時に逆の機能を果たす
ケースもあった。また、「自己利益風土」以外
では、項目の違いによって逆の機能を果たす倫
理風土も散見された。今後は、倫理風土相互の
関係、倫理風土の組み合わせや相互作用等も検
討し、より厳密な分析が必要である。

第２に組織の倫理風土と非倫理的行為の多
様な関係性が考慮されていない点である。今回
の分析は、組織の倫理風土が非倫理的行為に与
える直接的な影響のみを探求している。一方、
組織の倫理風土と非倫理的行為との関係に影響
を与えるモデレータ変数（例えば個人の思考や
価値観、組織要因、リーダーシップ等）につい
ては考慮されていない。さらに、リーダーシッ
プや組織マネジメントが非倫理的行為に影響を
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ほど、顧客に対する倫理逸脱行為は少な
く、従業員も顧客に対して自己の仕事が
有意義であると感じる傾向が認められて
いる。これらの結果は、「効率風土」の
測定項目の改善の方向性を示したもので
あり、ECQの信頼性と妥当性を高めてい
く上で、重要な示唆を与えるものと評価
できる。

（９）… …山田・中野・福永（2015）では、この２
つの倫理風土は明確に区分された因子と
して出現している。前回調査の際に別の
倫理風土として区分できたものが、なぜ
今回結合したのかについて、現段階で明
確な回答を導くことは困難であり、今後
の研究課題としたい。

（10）… …今回の分析からこれ以上の解釈を行うこ
とは困難であるが、他の変数との関係性
を考慮することでより深い考察ができる
かもしれない。例えば、「会社の利益・
効率風土」と非倫理的行為の相関係数を
みると、全て負の相関関係にあるが、９
つの回帰モデルのうち８つで標準化係数
は正の値となり、相関係数と標準化係数
の向きが逆となっている（Appendix…3）。
一方、「会社の利益・効率風土」と「自
己利益風土」との相関係数の高さとも結
びつけて考えると、前者が後者の影響を
受けたものとも推察される。

　　… …　また、2019年２月22日に麗澤大学で行
われた企業倫理研究センター公開研究会
において、本研究に関する報告を行った
際に、「会社の利益・効率風土」が非倫
理的行為を抑制するという点に関して、
フロアから「会社が利益を上げることの
意味や捉え方が、現在では変化してきた
のではないか。会社の利益獲得の前提と
して、非倫理的行為を抑制しようという

（６）… …紙幅の制約から、表２では職務逃避行動
を被説明変数とする分析結果のみ記載し
ている。その他の階層的回帰分析の結果
については中野・山田・福永（2019）、
24-31頁を参照。

（７）… …「配慮風土」と「原則・規則風土」との
相関係数は0.707となり、両者の関係性
の高さがうかがえる（Appendix…3）。相
関係数と回帰係数の符号が異なること、
他の組織風土及びコントロール変数との
相関関係の存在から、他の変数が両者の
関係に何らかの影響を及ぼしている可能
性を指摘することができる。

（８）… …三井・根村・櫻井・高尾（2017）は「効
率風土」を「社会の利益風土」と捉える。

「社会の利益風土」は従業員が自己、企
業、地域・国家を１つの共同体とみて、
個人や組織の枠を超えたより大きな社会
集団や社会システムの効率性や生産性へ
寄与することを重視するものである（三
井・根村・櫻井・高尾：2017、27頁及び
45頁）。このような理解を基に、「社会の
利益風土」を測定する指標として、ECQ
の「効率風土」を測定する４項目に加え、
社会が対象レベルであることを明示した
独自の設問項目を２つ設定している（三
井・根村・櫻井・高尾：2017、30頁）。

　　… …　「社会の利益風土」では、事業活動を
通じてステークホルダー、特に顧客の経
済価値への寄与が優先されるため、顧客
の不利益を招く非倫理的行為は抑制され
る。また、顧客の利便性や幸福に貢献す
る仕事を行う従業員は、仕事への有意味
感を持つことになる。このような従業員
はモチベーションも高いため、非倫理的
行為は起こさないであろう。実証分析の
結果からも、「社会の利益風土」が強い
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Appendix�1：�組織の倫理風土の測定項目
　　　　　　（Ethical�Climate�Questionnaire）
1.… ……わが社の社員は、ほとんどが自分の利益だ

けを考えている（EI1）。
2.… ……わが社では、まず効率性を優先することが

社員の主な責務とされている（EC1）。
3.… ……わが社の社員は、自らの倫理的、道徳的信

念に従って行動することが期待されている
（PI1）。

4.… ……わが社の社員は、会社の利益向上に結びつ
くような行動をすることが期待されている
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5.… ……わが社の社員は、互いのためになることを

常に気づかっている（BI1）。
6.… ……わが社では、自らの個人的なモラルとか倫

理観などと言っていると他の人に負けてし
まう（EI2）。

7.… ……わが社では、社員が会社の規則や手続きを
忠実に守ることが非常に重視される（PL1）。

8.… ……わが社では、会社の利益を損ねた時に、仕
事のレベルが低いとみなされる（EL2）。

9.… ……わが社の社員は、それぞれ自分で善悪の判
断を行っている（PI2）。…

10.……わが社の社員は、他のメンバーに配慮する
よりも自らの利益を守ろうとする（EI3）。
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を大切にすることが最も重視されている

（PI3）。
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29.……わが社の社員は、まず会社の利益を第一に
考えて意思決定を行っている（EL4）。…

30.……わが社の社員は、顧客や社会の利益につい
て進んで関心を持つ（BC3）。…

31.……わが社の社員は、何が従業員のベストに
なるかについて大きな関心を持っている

（BL4）。
32.……わが社では、何が個々の社員にとってベス

トなのかが主な関心事となっている（BI3）。
33.……わが社の社員は、自分にとって何がベスト

になるかについての関心が強い（EI4）。
34.……わが社では、意思決定が顧客や社会にどの

ような影響を与えるかが主な関心事となっ
ている（BC4）。…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

35.……わが社では、個々の社員に配慮して意思決
定が行われる（BI4）。…

36.……わが社では、効率的に問題を解決すること
が常に求められている（EC4）。

Appendix�2：組織の中で見聞きした非倫理行為
1.… ……会社の備品（文房具、コピー機等）やサー

ビス（公用車、タクシー券等）を私用で利
用する。

2.… ……経費の水増し請求を行う。
3.… ……便宜を図ってもらう見返りに、金銭や物を

贈る。
4.…… …必要以上に長い時間をかけて仕事を行う。
5.…… …機密情報を漏らす可能性がある。
6.… …仕事中に私用の作業を行う。
7.… …失敗を隠蔽する。
8.… …無実の同僚に失敗の責任を転嫁する。
9.… …他人の功績を自らの功績にしてしまう。
10.……時間/品質/量について虚偽の報告を行う。
11.…仮病を使って会社を休む。
12.……部下が会社のルールを破るのを暗に指示す

る。
13.……便宜を図る見返りに、金銭や物を受け取る。

り、まずはじめに法律を犯していないかを
考慮する（PC1）。…

14.……わが社では、他の何よりもまず法律と職
業倫理基準に従うことが期待されている

（PC2）。
15.……わが社では、全社員が会社の規則や手続き

に忠実であることが期待されている（PL2）。…
16.……わが社の社員は、互いにとって何がベスト

になるかということをいつも留意している
（BI2）。

17.……わが社の社員は、他の何よりも会社の利益
を気にしている（EL3）。

18.……わが社では、規則通りに行動した社員が評
価される（PL3）。…

19.……わが社では、最も効率的なやり方が常に
「正しい」やり方とされている（EC2）。……

20.……わが社の社員は、法律あるいは職業倫理
基準に忠実に従うことが期待されている

（PC3）。
21.……われわれの主な関心事は、何が全社員のベ

ストになるかということである（BL2）。…
22.……わが社の社員は、自分自身の個人的な倫理

観に基づいて行動している（PI4）。
23.……わが社では、会社の方針に忠実に従う者が

評価される（PL4）。
24.……わが社では、法律あるいは専門職倫理規範

が主な関心事である（PC4）。…
25.……わが社では、社員一人ひとりが効率的に仕

事をすることが何よりも期待されている
（EC3）。

26.……わが社では、社員が常に顧客や社会にとっ
て正しいことをすることが期待されている

（BC1）。
27.……わが社の社員は、チーム・ワークの精神を

重要なものとして捉えている（BL3）。
28.……わが社の社員は、社外のコミュニティに対

して強い責任感を持っている（BC2）。
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14.……ランチ、休憩等に必要以上の時間をかける。
15.……他の人が会社の方針やルールを破るのを見

て見ぬふりをする。
16.……上司や同僚がセクハラやパワハラを行う。
17.…上司から長時間の残業を強いられる。
18.…他社と仕事や価格の調整をする。
19.…取引先に無理難題を押し付ける。
20.…特定の個人や集団を差別する。
21.……有休・産休・育休等、個人の権利の行使に

プレッシャーをかける。
22.……保護されている情報を不正に入手する可能

性がある。
23.……不正確な情報を用いて顧客を得ようとする。
24.…リスクに気づいていながら放置する。

Appendix�3：記述統計
…
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城西大学 井　上　昌　美
Josai…University Masami Inoue

ABSTRACT
The…purpose…of… this… research… is… to…examine… the…usefulness…of… integrated… reports… from…
the… perspectives… of… employees… and… individual… shareholders.…A… questionnaire…was…
administered…to…employees…and…individual…shareholders…of…companies…issuing…integrated…
reports…and… the… following… factors…were… found.…First,… employees…evaluated… integrated…
reports… as… an… important… communication… tool…with… shareholders.…The… reason… is… that…
integrated… reports…are…useful… for…establishing…a… relationship…of… trust…with…shareholders…
and… for… shareholders… to…understand… the…company’s…management…and…make…decisions…
about… stock…holdings.… Second,… individual… shareholders… evaluated… integrated… reports…
as… an… important… communication… tool… for… building… investor… relations.…The… reason… is…
that… integrated…reports…contain…necessary… information…and… it… is…easy… to…understand… its…
relationship…with…management.…Therefore,… individual… shareholders… read… the… integrated…
reports… and…wanted… to… encourage… communication… from… companies.… These… results…
indicate… that…companies…should…understand…and… improve… the… factors… that…enhance… the…
usefulness…of…integrated…reports…as…a…communication…tool…with…shareholders.

キーワード
統合報告書、有用性評価、従業員、個人株主

いる。統合報告書の読み手である個人株主は、
「2017年度の個人株主数（延べ人数）は、前年
度比162万人増加の5,129万人となり、初めて
５千万人の大台を超えた」（日本証券業協会：
2018,…p.6）。以上のように、統合報告書を発行
する企業や読み手である個人株主が共に増加す
る状況において、統合報告書が読み手との対話
を促す有用なツールとなるためには、読み手の
立場から検討することが求められる。

１．研究の背景と目的
近年、統合報告書を発行する企業が増加して

いる。企業価値レポーティング・ラボ（2019）によ
れば、国内自己表明型統合レポートの発行企業
数は、2018年には414社となった（p.3）。鈴木

（2018）は、発行企業数の増加の理由を、「ス
テークホルダーに対し財務価値だけではない総
合的な企業価値を高めることを目的としている
企業が増加しているから」（p.61）と指摘して

従業員と個人株主の観点による統合報告書の有用性

The…usefulness…of…integrated…reports…from…the…perspectives…of…employees…and…individual…shareholders
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本研究では、企業のステークホルダーの
内、まず自社の統合報告書で開示される情報に
関する活動を担うなど、何等かの形で関わる従
業員に対し、従業員の立場から株主にとっての
統合報告書の有用性をどのように捉えているの
かを確認する。次に、資本提供者であり近年増
加している個人株主について、統合報告書の活
用状況と個人株主にとっての統合報告書の有用
性を確認する。そして、従業員と個人株主の両
者の観点から、株主との対話ツールとしての統
合報告書の有用性について検討し、統合報告書
の改善に繋がる知見を示すことを目的とする。

２．先行研究
２−１．�IR活動の目標と個人投資家への取組

みの目的
日本IR協議会（2019）の調査によれば、IR

活動を実施している企業のうち、目標を明文化
している企業の優先上位３つは、2017年の前
回調査（以降、日本IR協議会における「前回」
は2017年の調査を示す。）と同様に「株主・投
資家との信頼関係の構築」が最も高く、次いで

「企業・事業内容の理解促進」、「適正な株価の
形成」であることから、「IR活動の目標は概ね
定まりつつある」（p.2）と分析されている。ま
た、個人投資家向けのIR活動を実施している
企業の割合は、前回の83.3％から88.5％へ拡大
した。個人投資家向けのIR活動を実施している
企業の目的は、「長期保有してくれる株主の確
保」が75.3％（前回：63.4％）、「個人株主を増
やすため」が56.8％（前回：51.8％）、「知名度・
認知度の向上」の53.3％（前回：47.0％）が上
位であり（p.9）、「長期保有の株主確保」が大
きく伸びている。

２−２．企業の統合報告書への期待と課題
KPMGジャパン（2018）の調査（1）によれば、

企業が想定する統合報告書の主要な読み手は、
投資家が95％（上位３つ,…複数回答）である

（p.3）。また、統合報告書は「企業価値向上に
寄与する可能性がある」（98％）とし、その理
由として「投資家への自社の戦略や方針の適切
な理解の促進」（87％,…複数回答）を挙げてい
る（p.5）。小西（2016）は、企業のリスク情報
について、統合開示することが利用者のより適
切な理解に繋がることを指摘している（p.20）。
日本IR協議会（2019）の調査では、企業が統
合報告書を作成する理由は、「自社の『見えざ
る価値』を表現することによって、投資家・ア
ナリストに自社の企業価値の理解を深めてもら
うため」が91.8%（前回：79.1%）、「幅広いス
テークホルダーに自社の存在価値を理解しても
らうため」が88.5%（前回：81.7%）、「長期指
向の投資家との有用なコミュニケーションツー
ルとなるため」が84.4%（前回：69.9%）であ
り（p.5）、前回と第一位が入れ替わっている。
この結果について日本IR協議会（2019）は、「統
合報告書は、非財務情報の提供を通じて投資家
に企業価値の理解を深めてもらうツールとし
て、認識度が高まっていると言えよう」（p.5）
と述べている。西村（2018）は「価値創造プ
ロセスを可視化する場所として、また企業とス
テークホルダーとの対話を促進するツールとし
て、統合報告書に寄せられる期待は大きい。」

（p.72）と指摘している。
一方、この「価値創造プロセスの可視化」に

関しては、神藤（2015）の調査によれば、企
業が統合報告書の作成において困難を感じたこ
と（複数回答）の中で、「価値創造プロセスの
示し方」が最も多い回答であった（p.21）。ま
た、KPMGジャパン（2017年）の調査では、
企業が統合報告書の中で開示の充実を図りたい
と捉えている領域は、統合報告書の中核に該当
する「価値創造」とする回答が約７割であった

‒ 206 ‒



（p.8）。KPMGジャパン（2019a）による2018
年版の414社の統合報告書に対する調査では、

「価値創造」について価値創造プロセス図を用
いて説明する企業は66％であり、「統合報告書
が価値創造プロセスとその進捗を説明する媒体
であることを前提に考えると、66％は必ずし
も高い割合であるとは言えない」（p.5）と指摘
されている。企業には、統合報告書の中核に該
当し、「質」（2）にも影響を及ぼす自社の「価値創
造プロセス」に関する情報を、適切に示すこと
が求められる。

企業活力研究所（2018）（3）の非財務情報に関
する調査は、対象を統合報告書に限定してい
ないが、「非財務情報開示において課題に感じ
ていること」は、「非財務情報を将来の企業価
値と結び付けて開示・説明すること」（62.1％）
と、「本業のビジネスと非財務情報を関連付け
ること」（54.3％）であり、この２点が、開示
に関わる大きな課題である（p.43）と分析して
いる。「価値創造」に関する開示については、

「価値創造につながる非財務情報を明確に開示
できているか」の問いに対し、「非財務情報を
長期的な価値創造のストーリーに結び付けて説
明している」との回答が30.7％であった（p.44）。
これらの非財務情報に関する調査結果から
も、企業価値・「価値創造」の示し方は、企業
の課題となっていることが分かる。

また、企業では次のような統合報告書に関
する課題も認識している。日本IR協議会（2019）
の調査では、課題と回答した割合が最も大き
いものは、「幅広いステークホルダーのニーズ
を満たしているかわからない」59.3%（前回：
43.1%）であり、次に「非財務情報が持続的
成長を予測させるものになっているかわから
ない」54.3%（前回：40.5%）、「対話の共通言
語のためのツールとなっているかわからない」
37.0%（前回：23.5%）が続いている（p５）。

日本IR協議会では、これらの割合が前回から
大きく拡大している点が特徴的であるとし、

「ある種のトレンドもあって多くの企業が統合
報告書を作成してはみたものの、所期の目的に
かなう機能を本当に発揮できているのか、ここ
に来て自問自答する姿が浮かび上がっていよ
う。」（p.6）と分析している。

さらに、KPMGジャパン（2018）の調査に
おける「統合報告の実現にあたり貴社において
重要な課題」への回答の内、「統合報告書を活
用した投資家との対話」が、2017年の24％か
ら2018年は31％に伸びている（p.6）。これは、
企業価値向上に向け、企業経営者と投資家が対
話を行い、経営戦略・非財務情報等の開示やそ
れらを評価する際の手引として「価値協創ガイ
ダンス（略称）」（経済産業省：2017）…が発行さ
れた影響もあり、企業は統合報告書の投資家と
の対話ツールとしての活用可能性と共に、投資
家との対話の促進を重要課題として認識してい
ると考えられる。

以上により、企業は、投資家との対話ツー
ルとして統合報告書を位置づけ期待を寄せてい
るが、経営への理解や企業価値の評価向上に繋
がる「価値創造」の示し方や、対話ツールとし
ての活用が不十分であるなどの課題を抱えてい
ることが分かる。

２−３．�統合報告書の内容に関する読み手の
要望

経済広報センターの調査（2017）が、統合
報告書の読み手が充実させて欲しい内容を確認
した結果、上位の順として「事業内容（製品、
サービス、技術）」が56％、「経営戦略（ビジ
ネスモデル、企業価値の創造、市場の創出）」
が51％、「企業理念」が46％、「中長期経営計
画」が42％となっている（p.5）。一方、「売上・
利益などの財務データ」（33％）、「決算短信・
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個人株主を対象とした理由は、第一に、
経済産業省（2014）の「『持続的成長への競
争力とインセンティブ～企業と投資家の望ま
しい関係構築～』プロジェクト（伊藤レポー
ト）最終報告書」における提言にある。この
報告書では、個人株主に関する提言の中に、

「企業は、個人投資家との対話を重視し、企
業の経営方針等を個人投資家にわかりやす
く説明することを通じて、当該企業の株式
を長期に保有してくれるファンづくりに尽
力することが求められる。」（p.60）と示して
いる。また、対話・エンゲージメント（報
告書では「目的ある対話」と示されている）
に関する提言の中では、「企業が持つべき視点」
として、個人株主等に対する情報提供やIRへ
の配慮を求め、「長期投資のスタンスで持続的
成長を応援する個人株主を増やすことの重要
性を認識し、個人投資家向けのIRを通じて理
解と信頼を得ることで長期的な経営基盤の強
化につなげる意識を持つことも重要である。」

（pp.90-91）とも示している。これらは、機関
投資家等と比較すると、IR情報等を十分に理解
することが困難であると推察される個人株主に
対し、企業は対話や情報提供を含むIR活動に
おいてわかりやすく説明するなどの配慮と、個
人株主を増やすことを求めており、IR活動で
活用される統合報告書にも関わる提言である。
よって、企業が個人株主にとっての統合報告
書の有用性について検討し改善を進めること
は、このような提言を踏まえた取組みに繋がる
と考える。

第二に、急増している個人株主は、企業に
とって資本提供者となる重要なステークホル
ダーであり、自社の個人株主を増やすことを目
的とした個人投資家向けのIR活動を実施する
企業が拡大していること、また「統合報告書を
活用した投資家との対話」を課題とする企業が

有価証券報告書等のデータ」（14％）（p.5）な
どの具体的な財務データ類は下位である。よっ
て、現状では、財務データに関しては、他の報
告書類（例：有価証券報告書）を主に活用し、
統合報告書に求める情報としての優先度は低い
と推察される。

３．研究方法と分析の概要
３−１．研究方法
（１）研究対象

本研究では、統合報告書を発行している企
業の従業員と個人株主を対象とし、株主との対
話ツールとしての統合報告書の有用性について
検討する。具体的には、従業員に対し、株主に
とっての統合報告書の有用性をどのように捉え
ているのかを確認する。また、個人株主に関し
ては、統合報告書の活用状況と有用性について
検討する。

本研究において、企業のステークホルダー
の中から、従業員と個人株主を対象にした理由
は、次の通りである。従業員を対象とした理由
は、企業内部のステークホルダーとして自身の
業務や取組み等が何等かの形で自社の統合報告
書にて開示されることや自社の経営状況を理解
している従業員の観点から、株主にとっての統
合報告書の有用性に関する評価を確認すること
が、企業が統合報告書の改善を検討する際の手
段の一つとして活用できると考えられるからで
ある。特に、個人株主が急増している現状にお
いて、従業員であっても既に個人株主か、また
は今後個人株主になる可能性があることを踏ま
えると、統合報告書の有用性評価において、開
示される取組み内容や自社の経営状況を理解し
ている従業員の観点からIR活動の目標や目的
と関連する事項を確認することは、統合報告書
の所期の目的の達成状況や改善の方向性の検討
に役立つと考えられる。
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これらの関係について確認する。また、これら
の評価と活用状況（「統合報告書を一通り確認」）
との関係についても検討する。さらに、統合報
告書の重要な役割である、コミュニケーション
の促進に対する要望も確認する。

３−２．�従業員の観点による対話ツールとしての
統合報告書の有用性評価に関する仮説

前述した日本IR協議会（2019）の調査では、
IR活動の目標は「株主・投資家との信頼関係
の構築」、「企業・事業内容の理解促進」が上位
の２つである。また、個人投資家向けのIR活動
を実施している企業の目的の上位は、「長期保
有してくれる株主の確保」である。これらに基
づき、ここでは、まず従業員の観点から株主と
の対話ツールとしての統合報告書の有用性の評
価（表１）、またこれらの相関関係を確認する。
次に、仮説１を設定し、表１に示した従業員の
観点からの３つの有用性評価が、株主との対話
ツールとしての有用性評価に与える影響につい
て検証する。具体的には、「統合報告書は株主
との対話（直接・間接を問わない）の重要なツー
ルである」を従属変数とし、それを説明する３
つの独立変数（①「株主との信頼関係の構築」、
②「企業の経営方針・戦略に関する株主の理解
促進」、③「株主として（株式保有を）継続す
ることの意思決定」に役立つ）による影響につ
いて、重回帰分析を実施する。

仮説１：…従業員による統合報告書は株主との対
話の重要なツールであるとする評価に
対し、①「株主との信頼関係の構築」、
②「企業の経営方針・戦略に関する株
主の理解促進」、③「株主として（株
式保有を）継続することの意思決定」
に役立つとする３つの有用性は正の影
響を及ぼす

増加していることにある。
これらの理由により、前述の先行研究の結

果に基づき、統合報告書を発行している企業
の従業員と個人株主にアンケート調査を実施
し、株主との対話ツールとしての統合報告書の
有用性に焦点を当て検討する。
（２）�従業員の観点による対話ツールとしての

統合報告書の有用性評価
統合報告書を発行している企業の従業員

は、株主との対話ツールとしての統合報告書
（自社の統合報告書に限定しない）の有用性を、
どのように捉えているのかを確認する。ここで
は、先行研究から導出した、①「株主との信頼
関係の構築」、②「企業の経営方針・戦略に関
する株主の理解促進」、③「株主として（株式
保有を）継続することの意思決定」に役立つと
する評価が、株主との対話ツールとしての有用
性評価に与える影響について検討する。
（３）�個人株主の観点による統合報告書の活用

状況
統合報告書を発行している企業であること

を認識・理解している個人株主による、株主と
なっている企業の統合報告書に関する活用状況
を、他の媒体との関係も含め確認する。具体的
には、①「株主となっている企業の統合報告書
を一通り確認する」、②「統合報告書を一読後、
必要に応じて他の媒体を確認する」、③「財務
データは統合報告書ではなく他の媒体で確認す
る」の３点の質問にて、活用状況を確認する。
（４）�個人株主の観点による対話ツールとして

の統合報告書の有用性評価
個人株主の観点による、統合報告書の有用

性に関する評価について確認する。具体的に
は、①「必要情報の集約による有用性」、②「経
営に関する理解の促進（経営活動と各情報の関
係性、経営上の意思決定プロセス）」、③「IRに
関する対話ツールとしての重要性」の評価と、
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３−３．�個人株主の観点による対話ツールと
しての統合報告書の有用性評価に関
する仮説

IIRC国際統合報告のフレームワーク（2014）
による統合報告書の全般的な内容を統括する指
導原則には、「情報の結合性：統合報告書は、
組織の長期にわたる価値創造能力に影響を与え
る要因の組合せ、相互関連性、及び相互関係の
全体像を示す。」、「簡潔性：統合報告書は、簡
潔なものとする。」（p.5）が示されている。森

（2018）は、この原則の背景には、「例えば、
企業報告において開示される情報量が膨大とな
り、企業価値との関連性が明確でない情報が相
互関係性も不明確なままに企業報告に詰め込ま
れているという問題意識」（p.72）があるとし、
原則の意義を指摘している。西村（2018）は、
統合報告書の簡潔性に関し、簡潔性の指導原則
を踏まえたうえで、「統合報告書は、「ワンリ
ポート」の形態ですべてを網羅し簡潔性を実現
するのではなく、むしろ反対に、詳細な情報へ
の「エントリー・ポイント」として機能するこ
とを期待されているのである。」（p.75）と述べ
ている。岡本（2015）は、この「ワンリポート」
と「エントリー・ポイント」について、IIRCの

「フレームワークでは、単なる合本ではなく、
目的は各種情報の明確なコネクティビティ（結
合性）を作ることであり、換言すると、より詳
細な情報へリンクするエントリー・ポイント

（入口）（4）であるべき、としている。」（p.27）と
述べ、「統合報告書で企業の全体像を把握した
うえで、さらに細かい情報を得たいときは、ど
のような手段で得られるかがわかれば十分で
あって、統合報告書自体にすべてを記載する必
要はない。」（p.27）としている。従って、統合
報告書は、一つに「合本」することではなく、
企業の全体像を示す情報やそこから必要とする
より詳細な情報にアクセスする手段等、読み手

が必要とする情報を簡潔にまとめて示すことを
求めていると捉えられる。

本研究では、IRに関する対話ツールとして
の有用性評価に影響を与える要因の内、IIRC
の指導原則にある統合報告書における情報の結
合性・簡潔性の原則とその背景に着目し、統合
報告書に読み手が必要とする情報が簡潔にまと
められていることについて、株主にとって「必
要情報が集約されていること」（5）と解釈し、必
要情報の集約による有用性の評価を起点とし
た、IRに関する対話ツールとしての重要性の
評価について分析を行う。具体的には、個人株
主の観点による表３の質問項目番号４・５・６

（項目番号５と６は、「経営や情報の理解促進」
として１つの概念とする）に関する評価が、IR
に関する対話ツールとしての重要性の評価に対
し、どのような影響を与えるのかを確認する。
また、統合報告書の活用状況との関係（表３の
項目番号１）を確認する。従って、次のような
仮説（仮説２～６）と仮説を検証するモデル（図
１）を設定し、共分散構造分析により検証する。

仮説２：…統合報告書の必要情報の集約による有
用性の評価は、IRに関する対話ツール
としての重要性の評価に直接影響を与
える

仮説３：…統合報告書の必要情報の集約による有
用性の評価は、経営や情報の理解促進
の評価に直接影響を与える

仮説４：…統合報告書の必要情報の集約による有
用性の評価は、経営や情報の理解促進
の評価を通して、間接的にIRに関す
る対話ツールとしての重要性の評価に
影響を与える

仮説５：…統合報告書の必要情報の集約による有
用性の評価は、統合報告書の内容を一
通り確認することに直接影響を与える
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４．分析結果と考察
４−１．�従業員の観点による対話ツールとし

ての統合報告書の有用性評価
従業員の観点による分析では、従業員全て

の回答（309件、「全体」と示す）と、事前調
査において、「あなたは統合報告書とは何かを
理解している」の回答の内、「当てはまる（40
件）」と「どちらかというと当てはまる（137
件）」を合計した回答（177件、「理解者」と示
す）について比較を行った（8）。これは、統合報
告書の有用性の評価において、統合報告書につ
いて理解しているとは言いきれないが、自社で
も発行しているから評価しているのか、統合報
告書そのものを理解した上で評価しているのか
では、有用性の評価が異なる可能性があるから
である。

まず、従業員は、株主との対話ツールとし
ての統合報告書の有用性を、どのように捉えて
いるのかを確認した（表１のA・B・Cの回答
の上段の数値は「全体」、下段の数値は「理解
者」の値を示す）。「全体」と「理解者」の両回
答は、表１の質問項目番号１～４のすべてにお
いて、「当てはまる」（役立つ）に該当する回答

（Aの数値）が60％を超えている。「理解者」に
おいては約79％から85％であり、より明確な
値が示された。よって、統合報告書の「理解者」
の方が、評価が高い傾向にあると考えられる。

仮説６：…統合報告書の必要情報の集約による有
用性の評価は、経営や情報の理解促進
の評価を通して、間接的に統合報告書
の内容を一通り確認することに影響を
与える

３−４．分析データ
インターネット調査会社であるマクロミ

ル社の登録者から、統合報告書を発行（ホー
ムページ・冊子等の形式は問わない）してい
る企業の従業員と個人株主を各309人（6）回答
者として抽出した。調査の形式は、インター
ネットを利用して回答する質問票調査であり、
2018年２月に実施した。質問（表１と表３）
への回答は、「当てはまる」（選択肢：１）から

「当てはまらない」（選択肢：５）の５段階評価
によるリッカート・スケールとした。分析に使
用したソフトは、IBM社のSPSS…23.0JとAMOS…
Ver.23.0である。

本アンケート調査の回答者の特徴（7）は、回答
者の半数以上が10年以上継続してCSR活動を
実施している企業に所属している。また、回答
者の所属企業の約４割が、統合報告書を４回以
上発行している。

図１：仮説モデル

<評価②-1・2>
経営や情報の
理解促進

<活用状況①>
一通り確認

<評価③>
IRに関する
対話ツール

<評価①>
必要情報集約
による有用性

仮説3

仮説5

仮説4

仮説2

仮説6
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項目番号４：「全体」は66.0％,「理解者」は
81.4％）。これらの結果は、先行研究で示され
た企業の統合報告書に期待する役割や、個人株
主へのIR活動の目標と合致している。

また、表２に示した統合報告書に関する４
つの評価の項目間の相関関係（表２の上段の数
値は「全体」、下段の数値は「理解者」の値を
示す）は、「全体」では「企業経営の理解」と「株
主継続の意思決定」の関係が最も強い（.648）。

「理解者」も同様に最も強い（.577）。
次に、「統合報告書は株主との対話の重要な

ツールである」を従属変数とし、それを説明す

具体的に数値を確認すると、従業員は、統
合報告書で統合報告をすることが「株主との信
頼関係の構築」（質問項目番号１：「全体」は
63.1％,「理解者」は79.1％）、「企業経営に関す
る株主の理解促進」（質問項目番号２：「全体」
は63.4％,「理解者」は79.6％）、「株主継続の意
思決定」（質問項目番号３：「全体」は68.3％,

「理解者」は84.7％）に役立つと評価し、特に、
「株主継続の意思決定」に対する評価が、「全
体」・「理解者」ともに高いことが分かった。
また、「株主との対話の重要なツール」として
も評価していることが明らかになった（質問

表１：従業員の観点による対話ツールとしての統合報告書の有用性評価

番号 質問項目 質問内容
回答（％）

Ａ Ｂ Ｃ

１ 信頼関係構築 統合報告書で統合報告することは株主との信頼関係の構築に役立つ
63.1 31.7 5.2
79.1 18.6 2.3

２ 企業経営の理解
統合報告書で統合報告することは企業の経営方針・戦略に関する株主の
理解の促進に役立つ

63.4 32.0 4.6
79.6 17.5 2.9

３
株主継続の
意思決定

統合報告書で統合報告することは、株主として（株式の保有を）継続す
ることの意思決定に役立つ

68.3 27.2 4.5
84.7 14.1 1.2

４
株主との対話の

重要ツール
統合報告書は株主との対話（直接・間接を問わない）の重要なツールで
ある

66.0 28.5 5.5
81.4 16.4 2.2

・質問項目への回答は５段階評価であるが、ここでは３段階（Ａ,…Ｂ,…Ｃ）に加工して示している
　　A：「当てはまる」と「どちらかというと当てはまる」の合計値（％）
　　B：「どちらでもない」の値（％）
　　C：「当てはまらない」と「どちらかというと当てはまらない」の合計値（％）
・…回答（％）のＡ,…Ｂ,…Ｃの上段は、全ての回答の値（「全体」）（％）。下段は、回答者の内「統合報告書とは何かを理

解している」の質問に対し、「当てはまる」と「どちらかというと当てはまる」の回答者（177名、「理解者」）の値（％）。

表２：分析項目の平均・標準偏差・相関
番号 質問項目 平均 標準偏差 1 2 3

１ 信頼関係構築
2.22 0.89 －
1.93 0.80

２ 企業経営の理解
2.23 0.85 .553** －
1.95 0.78 .468**

３ 株主継続の意思決定
2.16 0.85 .562** .648** －
1.87 0.71 .555** .577**

４ 株主との対話の重要ツール
2.21 0.86 .612** .619** .601**
1.94 0.77 .567** .529** .563**

・「**」：相関係数は１％水準で有意（両側）を示す
・各項目の上段の数値は、全ての回答の値（「全体」）。下段の数値は、回答者の内
　「統合報告書とは何かを理解している」の質問に対し、「当てはまる」と
　「どちらかというと当てはまる」の回答者（177名、「理解者」）の値。
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であるとする評価に正の影響を与え、特に「株
主との信頼関係の構築」が強い影響を与えてい
ることが明らかになった。よって、統合報告書
は株主との対話の重要なツールであるとする評
価と、統合報告書の役割やIR活動の目的に該
当する従業員の統合報告書の評価の観点（「株
主との信頼関係の構築」、「企業経営に関する株
主の理解促進」、「株主継続の意思決定」）との
関係を確認することができた。これにより、自
身の業務や取組み等が何等かの形で自社の統合
報告書にて開示されることを認識し、また自社
の経営状況を知る従業員に対し、企業がこれら
の観点にて自社の統合報告書に関する評価や意
見を確認することは、統合報告書の所期の目的
の達成状況や改善の方向性などを検討する手段
の一つとして活用できると考えられる。

４−２．�個人株主の観点による統合報告書の活用
状況と対話ツールとしての有用性評価

株主となっている企業が、統合報告書を出
していることを認識・理解している個人株主に
よる統合報告書の活用状況を確認した結果、表
３の質問項目番号１～３のすべてにおいて、

「当てはまる」に該当する回答が半数を超えて
いる。よって、回答者の約半数は、統合報告書
を一通り確認（質問項目番号１：52.4％）して
いる。また、必要に応じて他の媒体で情報を確
認（質問項目番号２：54.4％）し、特に財務デー
タについては、主要な財務報告書で確認（質問
項目番号３：55.7％）していることが示された。

る３つの独立変数（①「株主との信頼関係の構
築」、②「企業経営に関する株主の理解促進」、
③「株主継続の意思決定」）の関係を確認する
ため重回帰分析を実施した。その結果、「全体」
においては、調整済み決定係数（R２）は0.51
であり、0.1％水準で有意な値であった。また、
各独立変数から従属変数への標準偏回帰係数
は、最も強い影響を示した①「株主との信頼関
係の構築」（0.32）、また②「企業経営に関する
株主の理解促進」（0.29）と③「株主継続の意
思決定」（0.23）の係数は、それぞれ0.1％水準
で有意（9）であり、仮説は支持された。「理解者」
においては、調整済み決定係数（R２）は0.44
であり、0.1％水準で有意な値であった。また、
各独立変数から従属変数への標準偏回帰係数
は、最も強い影響を示した①「株主との信頼関
係の構築」（0.32）、また②「企業経営に関する
株主の理解促進」（0.24）と③「株主継続の意
思決定」（0.25）の係数は、それぞれ0.1％水準
で有意であり、同様に仮説は支持された。両者
を比較すると、最も強い影響を示した①「株主
との信頼関係の構築」は同様であるが、「理解
者」では、②「企業経営に関する株主の理解促
進と③「株主継続の意思決定」の影響度は、ほ
ぼ同じであり、「全体」ほどの影響度の差は見
られなかった。この点を除き、分析で使用した
統合報告書の有用性を示す要素（①「株主との
信頼関係の構築」、②「企業経営に関する株主
の理解促進」、③「株主継続の意思決定」）と、

「統合報告書は株主との対話の重要なツールで
ある」との関係を示す構造は、「全体」と「理
解者」の両者では大きな相違が無かった。

以上の結果により、従業員は統合報告書
を、「株主との信頼関係の構築」、「企業経営に
関する株主の理解促進」、「株主継続の意思決
定」に役立つと評価しており、これらの評価
は、統合報告書は株主との対話の重要なツール
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次に、統合報告書への評価では、表３の質
問項目番号４～７のすべてにおいて、「当ては
まる」に該当する回答が半数を超えている。
これらの中で、「当てはまる」とする回答の割
合が最も高い項目は、質問項目番号５の統合
報告書による経営活動と開示情報の関係性の
理解促進である（56.3％）。これは、統合報告
書の目的であり企業の望む効果でもある。ま
た、質問項目番号８にて、統合報告書と株主
へのコミュニケーションとの関係を確認した
ところ、「当てはまる」との回答の割合が高い

（57.3％）。よって、個人株主は、統合報告書の
発行をきっかけとして、企業の個人株主へのコ
ミュニケーションが促進されることを希望して
いることが分かった。これは、質問項目番号７
の回答者の50.5％が、統合報告書をIRに関する
重要な対話ツールとして評価していることも関
係していると考えられる。また、前述のKPMG

質問項目番号１の回答による活用状況（一通
り確認）は、岡本（2015）が示しているように、

「統合報告書で企業の全体像を把握」（p.27）し
ていると考えられる。質問項目番号２の回答に
よる活用状況（統合報告書を読んでから、必
要に応じて他の媒体で情報を確認）は、IIRC

（2014）の国際統合報告フレームワークでは、
「統合報告書は、統合報告書として指定された
コミュニケーションとは別に開示される、より
詳細な情報への「エントリー・ポイント（導入
部）」を提供することができる。」（p.9）と示し
ていることから、統合報告書が期待されている
役割を果たしていると考えられる。また、質問
項目番号３の財務データに関する対応（主要な
財務報告書で確認）は、前述した経済広報セン
ター（2017）による、統合報告書において充
実させて欲しい内容の調査結果（p.5）に合致
する。

表３：個人株主の観点による統合報告書の活用状況と有用性評価等

番号 質問項目 質問内容
回答（％）

Ａ Ｂ Ｃ

１ ＜活用状況①＞
一通り確認

株主になっている企業の統合報告書は、一通り確認して
いる 52.4 36.6 11.0

２
＜活用状況②＞
他の媒体の確認
（必要に応じて）

統合報告書を読んでから、必要があれば他の媒体で情報
を確認している（例：財務情報を有価証券報告書で確認） 54.4 36.2 9.4

３
＜活用状況②＞
他の媒体の確認
（財務データ）

財務データについては、統合報告書ではなく他の主要な
財務報告書で確認している（例：有価証券報告書等） 55.7 37.9 6.4

４ ＜評価①＞
必要情報集約による有用性

株主としては、統合報告書に必要とする情報が集約され
ているので有用である 54.4 35.9 9.7

５ ＜評価②－１＞
経営と情報の理解促進

統合報告書によって、経営活動と各情報（例：財務，
CSR活動等）の関係性を理解しやすくなった 56.3 36.2 7.5

６
＜評価②－２＞

意思決定プロセスの
理解促進

統合報告書によって、企業の経営上の意思決定プロセス
を理解しやすくなった 51.4 39.5 9.1

７ ＜評価③＞
IRに関する対話ツール

株主にとって統合報告書は、企業とのIRに関する対話
（直接・間接を問わない）の重要なツールである 50.5 42.1 7.4

８ ＜要望＞
コミュニケーションの促進

統合報告書の発行を契機に、企業が株主とのコミュニ
ケーションを促進して欲しい 57.3 34.6 8.1

・質問項目への回答は５段階評価であるが、ここでは３段階（Ａ,…Ｂ,…Ｃ）に加工して示している
　　Ａ：「当てはまる」と「どちらかというと当てはまる」の合計値（％）
　　Ｂ：「どちらでもない」の値（％）
　　Ｃ：「当てはまらない」と「どちらかというと当てはまらない」の合計値（％）
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的影響について確認した（表５）。その結果、
統合報告書のIRに関する対話ツールとしての
有用性評価は、統合報告書による経営や情報の
理解促進の評価から直接影響を受け（0.69）、
総合的影響においても最も強い影響であった。
統合報告書の必要情報の集約による有用性の評
価からは、経営や情報の理解促進の評価を通し
て間接的に影響（0.54）を受けることが分かっ
た。統合報告書の必要情報の集約による有用性
の評価は、経営や情報の理解促進への評価に直
接影響を与え（0.78）、個人株主が統合報告書
を一通り確認することに対して間接的に影響を
与えていた（0.51）。また、個人株主が統合報
告書を一通り確認することに対しては、経営や
情報の理解促進の評価が直接的影響（0.47）と
間接的影響（0.18）を与え、総合的には、0.65
の影響を与えていた。さらに、IRに関する対話
ツールとしての重要性評価が直接影響を与えて
いた（0.26）。

これらの結果により、統合報告書に必要情
報が集約されていても、個人株主による経営や
情報の理解促進に繋がると認識されないと、
IRに関する対話ツールとしての評価には至ら
ないと考えられる。同様に、統合報告書を一通
り確認することにも結び付かないだろう。よっ
て、個人株主による経営や情報の理解促進に繋
がる必要情報が集約されていることが不可欠と

ジャパン（2018）の調査において、企業が「統
合報告書を活用した投資家との対話」を重要課
題とする回答（p.6）と対応している。

更に、個人株主の統合報告書に対するIRに
関する対話ツールとしての有用性の評価と、他
の評価との関係について確認する。まず、分析
項目（表３の質問項目番号１と４～７）の相関
係数（表４）、経営や情報の理解促進の概念（表
３の質問項目番号の５と６に該当する評価②-
１・２）の信頼性係数であるクロンバックα係
数を算出し確認した。表４に示したように、項
目間の相関関係は、「必要情報集約による有用
性」と「経営と情報の理解促進」の関係が最も
強い（.648）。また、α係数は、十分な値（0.78）
が得られた。

次に、仮説モデル（図１）に従って分析を
実施した。その結果、χ2値＝4.619、χ2値の
有意確率＝0.329、GFI＝0.994、AGFI＝0.978、
RMSEA＝0.022、AIC＝26.619の値が算出され
た。これらの指標により、データとモデルの当
てはまりが良いこと（10）が示され、得られた回
答と仮説モデルが適合していると考えられる。
分析による仮説の検証結果は、仮説３・４・６
は支持されたが、仮説２・５は棄却された（図
２）。

分析では、それぞれの関係性について、直
接的影響だけではなく間接的影響を含めた総合

表４：分析項目の平均・標準偏差・相関
表３の番号 質問項目 平均 標準偏差 １ ４ ５ ６

１ ＜活用状況①＞
一通り確認 2.49 0.95 －

４ ＜評価①＞
必要情報集約による有用性 2.46 0.88 .541** －

５ ＜評価②－１＞
経営と情報の理解促進 2.41 0.88 .503** .648** －

６ ＜評価②－２＞
意思決定プロセスの理解促進 2.47 0.89 .509** .581** .639** －

７ ＜評価③＞
IRに関する対話ツール 2.42 0.90 .584** .536** .567** .524**

「**」：相関係数は１％水準で有意（両側）を示す
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５．おわりに
本研究では、統合報告書を発行している企

業の従業員と個人株主に対するアンケート調査
に基づき、両者の観点から株主との対話ツール
としての統合報告書の有用性について検討し
た。その結果、両者とも統合報告書を株主との
対話ツールとして有用であると評価しているこ
とが明らかになった。従業員は統合報告書に
関し、「株主との信頼関係の構築」、「企業経営
に関する株主の理解促進」、「株主継続の意思決
定」に役立つと評価し、それらは、統合報告書
が株主との対話の重要なツールであるとの評価
に正の影響を与えていることが分かった。個人
株主については、第一に、約半数が統合報告書
を一通り確認している。また、必要に応じて他
の媒体で情報を確認し、特に財務データについ
ては、主要な財務報告書で確認していることが

なる。例えば、IIRCの指導原則に示された情
報の結合性に関係し、企業が苦心しつつも充実
させたいと考えている、企業の価値創造プロセ
スとその進捗に関する情報が該当すると考えら
れる。従って、企業は、個人株主の統合報告書
に関するニーズを確認し、統合報告書の情報を
読みこなす力にも配慮したうえで、理解しやす
い記述などの工夫が必要である。このような取
組みは、企業が求めている「長期指向の投資家
との有用なコミュニケーションツール」に繋が
る（11）と考えられる。

一方、統合報告書に関する個人株主への配
慮については、個人株主の持つ興味や理解力の
相違等により、統合報告書のみによる対応では
限界があることから、他の媒体との関係や活用
手法も含めて検討することが必要だろう。

図２：仮説２～６の検証結果

・数値はすべて標準化推定値であり0.1％水準で有意である。
・IRに関する対話ツール（評価③）の重決定係数（R２）の値は0.47である。
・実線は直接的影響が有意であることを示す。点線は直接的影響が有意でないことを示す。

表５：項目間の関係

質問項目
　                 質問項目
各効果（影響）

＜評価①＞
必要情報集約による

有用性
＜評価②‐1・2＞

経営や情報の理解促進
＜評価③＞

IRに関する対話ツール

総合効果 0.78
直接効果 0.78
間接効果 －
総合効果 0.54 0.69
直接効果 － 0.69
間接効果 0.54 －
総合効果 0.51 0.65 0.26
直接効果 － 0.47 0.26
間接効果 0.51 0.18 －

＜評価③＞
IRに関する対話ツール

＜活用状況①＞
一通り確認

＜評価②‐1・2＞
経営や情報の理解促進
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成、有用性を評価する他の要因や回答者の特性
による相違などについて検討すると共に、個人
株主の統合報告書の活用状況や有用性評価等に
ついて、経年の変化を確認することが重要だと
考える。さらに、統合報告書の有用性の評価に
関わる非財務情報を含む記載内容の信頼性の担
保や、IRコミュニケーションにおける統合報
告書に関する個人株主への配慮などに関し、企
業の方針や対応状況、取組みの限界等について
も、企業の担当者へのヒアリング調査にて確認
し検討する必要がある。

＜注釈＞
（１）… …KPMGジャパンでは、2012年から2018年

の自社セミナーの参加者への調査を実施
し、経年で比較分析をしている。2018年
は464名への調査であり、回答率は80％
である。

　　… …翌年2019年にも同様の調査（KPMGジャ
パン：2019b）を実施している。

（２）… …統合報告書の「質の担保」の重要性につ
いては、朴（2019）が投資意思決定に反
映される重要な非財務情報の選定や伝え
方等を踏まえて指摘している（p.224）。

（３）… …ここでは、企業活力研究所（2018）の第
３章…企業の非財務情報開示の実態のア
ンケート調査結果（調査期間：2017…年
11月～2018年１月，上場第一部、第二
部、マザーズ計2,795社及び非上場売上
高上位205社の3,000社を対象に実施し、
回答企業数は140社であり、回答率は
4.7%）を取上げている（pp.25-49）。

（４）… …IIRC統合報告フレームワーク（2014）で
は、より詳細な情報への「エントリー・
ポイント（導入部）」を提示する例とし
て「リンク」を設けることを紹介してい

分かった。第二に、統合報告書をIRに関する重
要な対話ツールとして認識していること、企業
の個人株主へのコミュニケーションが促進され
ることを希望していることが明らかになった。
第三に、統合報告書の必要情報の集約に関する
有用性の評価が、経営や関連する情報への理解
を促進することを通して、個人株主による統合
報告書のIRに関する対話ツールとしての有用
性の評価や、統合報告書を一読することに繋が
ることが分かった。

本研究で確認した従業員の観点による統合
報告書の有用性評価の結果は、企業が期待して
いる統合報告書の役割やIR活動の目的と合致
することから、従業員に自社の統合報告書に関
する評価や意見を確認することは、統合報告書
の所期の目的の達成状況や改善の方向性などを
検討する手段の一つとして活用できると考えら
れる。個人株主の観点からの統合報告書の有用
性評価は、IR活動における個人株主への対話
ツールとして統合報告書を活用する際に検討す
べき事項として捉えられる。従って、従業員と
個人株主の観点による有用性の検討は、統合報
告書の対話ツールとしての質の向上、それによ
る企業に対する理解や評価に繋がり、企業と個
人株主の双方にとって有用性に優れた統合報告
書になると考えられる。

以上の結果は、限られた対象への調査であ
り、統合報告書の一部の有用性に関する検討
に留まっている。アンケート調査においては、
質問項目の内「どちらでもない」と「当てはま
らない」との回答について、回答理由を確認す
る構成としていないため、掘り下げて検討する
ことができなかった。また、株式保有年数を含
む個人株主の特性による相違、統合報告書の有
用性を評価しない回答の理由等の検討が不十分
である。よって、今後は、アンケート調査の
対象の拡大や回答理由の確認が可能となる構
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と少数のため、この理解していない回答
群との比較はしていない。

（９）… …多重共線性を確認した結果、全ての項目
においてVIF値は2.0より小さい値であっ
た。

（10）… …GFI（適合度指標）とAGFI（修正適合
度指標）は、０から１の範囲の設定で
あり、0.9以上が良いとされている。
RMSEA（平均二乗誤差平方根）は、0.05
以下の場合モデルの当てはまりが良く、
0.1以上の場合は当てはまりが悪いと判
断される。

（11）… …Serafeim（2015）は、統合報告書と投資
家のタイプに関する研究において、統合
報告書は長期的な投資家を誘引する可能
性が高いことを指摘していることから、
長期的志向の投資家とのコミュニケー
ションの媒体として有効だと言えるだろ
う。

【謝辞】本稿は、科学研究費助成事業（基盤研
究（C）課題№16K03813）の研究成果の一部
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ABSTRACT
Japanese…companies…are…putting…a…great…deal…of…energy… into…efforts… to… improve… their…
ethicality… and…have… established… systems… to…promote… corporate… compliance…program…
—… installing… codes…of… ethics,… corporate…ethics… and… legal… compliance…program,…ethics…
helpline,…and…ethics…training.…Despite…all…this…effort,…observed…illegal/unethical…behavior…
in…the…workplace…is…on…the…rise.…This…paper…focuses…on…“compliance…training…program…for…
employees”…conducted…in…the…workplace…and…consists…of…the…following…three…elements：…

（1）…a…comprehensive… review…of… the… literature…on…ethical…decision-making…models…（2）…
behavioral…business…ethics…approach…to…ethics…training…and…（3）…how…to…build…an…effective…
training…program.

キーワード
企業不正、倫理的意思決定モデル、行動意思決定論、研修転移

プライアンス（法令遵守）の体制整備の状況の
確認」が行われている（2）。経団連が2008年２月
19日を最後に公表した「企業倫理への取組みに
関するアンケート調査結果」を見ても、我が国
における企業倫理確立の体制（3）は及第点に達し
ている。加えて、「監査役等監査」「内部監査」

「会計監査」等がそれぞれの機能を実効的に発
揮できていれば、社内や職場で行われる不正の
芽を摘み、延いては不祥事を未然に防ぐことも
できるはずである。

しかし現実には、「仏作って魂入れず」とも
評されるように、コンプライアンス体制が整

はじめに
「コンプライアンス」という言葉は、「法令

等遵守」「倫理・法令等遵守」という意味で用
いられてきている（1）。しかし、「コンプライア
ンス」の英語表記…“compliance”…は「（要求・規
則に）応じる」「（基準を）満たす」を意味し、
必ずしも「法令等遵守」「倫理・法令等遵守」
だけを意味するものではない。

上場会社については、各証券取引所におけ
る上場審査の過程で「申請会社のコンプライア
ンスに対する方針・現状の体制・運用状況につ
いてのヒアリング」や「申請会社におけるコン

コンプライアンス研修の設計と実際
―  研修の死角と「やらされ感」を生む原因  ―

Building…Corporate…Compliance…Program:…A…Behavioral…Decision-Making…Approach
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備・運用されていても、不正は起こる。現に、
TDnet（Timely…Disclosure…network：適時開示
情報伝達システム）で公表された事案だけを見
ても、会計不正（例：粉飾決算、資産の流用）
や、品質管理に関わる不適切事案（例：不適切
検査、無資格検査）は後を絶たない。

会計不正については、税務調査や各種監査
等をくぐり抜ける巧妙な手口と「内部統制のフ
レームワークの脆弱性」とが複合的に組み合わ
さって、横領の事実が長期間にわたって発覚し
なかったケースもある（4）。また、「身内びいき」
が原因で内部監査が機能不全に陥ったケース（5）

や、「内部監査体制の脆弱性」「内部統制システ
ムの形骸化」が指摘されるケース（6）もある。

品質保証部門で相次いで発覚した不適切検
査等については、「コンプライアンス意識の鈍
麻・欠如」「管理体制の不備」「検査プロセスの
脆弱性（①不適切行為が可能な検査システム、
②上司等による監督機能の脆弱性）・業務の適
正性を担保する組織の機能不全・固定化した人
事」などが原因として提示され、全体として「従
業員による不適切行為を抑止する機能がなかっ
た」とされる（7）。不適切施工問題で揺れるA社

（不動産業）のケースについては、不正の告発・
抑止が期待される内部通報制度が、関係者の予
想や期待とは裏腹に、社員の間で「自分が被害
を被っている状態を打開するための道具（8）」と
して捉えられていたために、社内や職場で行わ
れていた不適切行為の事実が通報されることは
なかったとされる。

コンプライアンス体制（態勢）の構築・運
用については、これまでも様々な角度から課題
や問題点が指摘されてきている。また、井上泉

（2015）に代表されるように、第三者委員会調
査報告書を基に実際に起きた企業不祥事を実証
的に分析した研究も存在する。加えて、社内や
職場での不正・不適切行為の原因究明にスポッ

トライトを当てた研究の裾野も広がってきてい
る（9）。しかし、現場で働く社員の誰もが知る「コ
ンプライアンス研修」に照準を定めた研究や、
研修開発の観点から見た「コンプライアンス研
修」に関する研究はほとんど見当たらない（10）。

本稿は、社内や職場で行われる「従業員対象
のコンプライアンス研修」（以下、研修と表記）
に焦点を絞って、「研修はどうやって設計され
るのか」「研修の死角に潜む課題は何か」「なぜ
研修が社員の間にやらされ感を生むのか」につ
いて検討する。第１節では、研修設計の観点か
ら、組織における個人の倫理的意思決定プロセ
ス（Ethical…Decision…Making…Process）の各段
階において、何がどのように論じられてきてい
るのかを整理・検討する。第２節では、TDnet
に公表された調査報告書の分析を基に、現行の
コンプライアンス研修に内在する課題を行動意
思決定論（Behavioral…Decision…Making）の観
点から浮き彫りにする。第３節では、現場で働
く社員の間に広まる「やらされ感」の実態とそ
の原因を明らかにする。

１．倫理的意思決定モデルと研修設計
日々の業務は意思決定の連続だといわれる。

ここで、意思決定とは、「複数の選択肢の中か
らひとつを選び取る行為（11）」だとされる。だ
とすれば、コンプライアンス研修は、組織構成
員各人のコンプライアンス意識を高めるととも
に、業務上の意思決定に際して「不正・不適切
な選択肢」を斥けて、「正しい選択肢」を選び
取るように設計されるべきである。本節は、研
修設計の観点から、組織における個人の倫理的
意思決定プロセスの各段階において、何がどの
ように論じられてきているのかを中心に先行研
究の知見を整理・検討する。

‒ 222 ‒



（１）�倫理的意思決定プロセスの第１段階
　　��（＝気付き）と研修設計

目の前の仕事や職場の日常に追われると、
「どのような判断や行動が正しいのか」を知る
アンテナの感度が鈍ることもある。この段階
は、「法令のレンズ」や「倫理のレンズ」を疑
似装着して、社内や職場のコンプライアンス課
題を正しく認識する段階だといえる（12）。ただ
そうはいっても、忙しい業務の合間を縫って参
加する研修の場で「レンズ」を付け替えたから
といって、研修に参加した人の規範意識がすぐ
さまアクティベーション（有効化）するとはか
ぎらない。そのため、研修設計の段階でもさま
ざまな工夫や仕掛けが必要だとされる。

研修設計：コンプライアンス意識を高める心
理トリガー　研修会場に足を運んだ社員の規
範意識はどのようにしてアクティベーションす
るのであろうか。これまでの研究においては、
以下の要因が提示されている。
－環境要因　研修参加者の規範意識のアク
ティベーションは、①組織の健全度と組織構
成員各人がコンプライアンス活動に臨む姿勢
と、②コンプライアンス課題を取り巻く社会
的文脈とに感化される（13）。前者については、
社員一人ひとりのコンプライアンス意識の維
持・向上に資する業務管理の仕組みが運用さ
れ、社員一人ひとりがコンプライアンス上の課
題に真摯な姿勢で臨む組織であれば、社員の規
範意識のスイッチングは比較的容易に行なわれ
るといえる。後者については、メディア等に取
り上げられて世間の誰もが知るテーマ（例：ハ
ラスメント問題等）であれば、研修参加者の興
味・関心を引き起こしやすいといえる。
－個人要因　社員一人ひとりの規範意識ス
イッチングは、研修の場で「何を（What）」「ど
のように（How）」取り上げるのかによって

変化する。課題依存モデル（Issue-Contingent…
Model）を提唱したジョーンズ（Jones,…T.…M：
1991）は、組織人の認知特性に与える要因と
して、以下を提示する（14）。
・…予想される結果の重大性（Magnitude…of…

Consequences）　社員一人ひとりのコンプラ
イアンス意識をアクティベートするために
は、多くの人に実害をもたらした事件や事故
をケースとして取り上げるのが有効である。

・…社会的合意形成の程度（Social…Consensus）
業界関係者の誰もが知るケースを研修で取り
上げるのが有効である。

・…効果の予見可能性（Probability… of…Effect）
研修の場で不正・不適切事案の顛末を取り上
げることによって社員一人ひとりの主観的確
率が高まり、延いては社員の不正・不適切行
為を抑止する効果も期待できる。

・…即時性（Temporal… Immediacy）　人間の持つ
「楽観バイアス（＝目の前のリスクを過少に
見積もり、何事も自分に都合よく解釈する
傾向）」を前提として、早急に手を打つべき
課題については、テーマ別研修・セミナー

（例：パワハラ防止研修等）が実効的である。
・…当事者意識（Proximity）　社員の多くが思わ

ず「あるある」とうなずいてしまうような身
近な事例（＝あるある事例）を取り上げれば、
社員の共感を得られるだけでなく、コンプラ
イアンスの意識付けにも繋がる。

・…効果の集中度（Concentration…of…Effect）　社
員一人ひとりのコンプライアンス意識の感度
は、課題を解決して得られる効果の程度に比
例する（15）。
研修設計の観点から見れば、コンプライア

ンス研修のコンテンツ（例：座学研修の話題、
グループ討議の題材など）を企画する段階で「予
想される結果の重大性」「社会的合意形成の程
度」「効果の予見可能性」「即時性」「当事者意
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研修設計②：リフレーミング　程度の差こそあ
れ、人間には、事の善し悪しを勝手にパターン
化して決め付ける傾向がある。また、生え抜き
社員や、特定の部門・職種や業界等に長くその
身を置く社員は、「こうあるべきだ」とした考
え方が知らず知らずのうちに身体に染み付いて
いることもある。こうした「意思決定のバイア
ス」を一旦脇に置くためには、意思決定者の心
的フレームワーク（mental…framework）を意識
的に変える手法が有効だとされる。

たとえば、ボウイ（Bowie,…N.…E：1985）に
よれば、相手方の利害得失に思いを巡らせれ
ばおのずと正しい判断を下すことができると
いう。また、バターフィールド・トレビーノ・
ゲイリー（Butterfirld,…K.…D.,…Treviño,…L.…L…and…
Gary.…R：2000）によれば、目の前の現実を倫
理の観点から解釈し評価し直してみると、正し
い判断への道筋が見えてくるとしている。

つまり、意思決定者の思考の枠組み（フレー
ム）を変えてみることで、ビジネス上の判断に
選択の幅が増えるのである。このことについ
て、ワーヘインとモリアーティ（Werhane,…P.…
H…and…Moriarty,…B：2009）も、「倫理的観点か
ら「こうではないか」と推し量る心的能力（moral…
imagination）」を意識的に働かせれば、誰にで
も正しい判断を行うことができるとする。

多少の違いはあるものの、そのどれもが、
職場の日常に埋もれがちな規範意識を浮かび上
がらせるとともに、複眼的な視点を持つことの
重要性を説く点で共通している。

（３）倫理的意思決定プロセスの第３段階
　　�（＝最善の選択肢を選び取る）と研修設計

複数の正しい選択肢のなかから最善の選択
肢を選び取る段階である。ただ、意思決定者に
付与された選択肢の全ては正しいため、各選択
肢の優劣を評価して序列付ける必要がある。次

識」「効果の集中度」を考慮することが不可欠
なのだといえる。言い換えるなら、社員一人ひ
とりのコンプライアンス意識を高める心理トリ
ガーを無視したコンテンツの実効性は低いとも
いえる。

（２）倫理的意思決定プロセスの第２段階
　　�（＝正しい選択肢の生成）と研修設計

「どのような判断や行動が正しいのか」を掘
り下げて検討し、「正しい選択肢」を生成する
段階である。言い換えるなら、意思決定者の思
考回路に「法令のレンズ」や「倫理のレンズ」
を組み込んで「正しい選択肢」を生成するプロ
セスだといえる。

研修設計①：どのようにして正しい選択肢を
生成するのか　研修では、不正・不適切だとさ
れる選択肢を斥けて、正しい選択肢を生成すべ
きだとされる。

では、正しい選択肢とは何なのか。どんな基
準・物差しを用いれば、意思決定者は正しい選
択肢を生成できるのか。先ず以て「法令のレン
ズ」を用いるなら、業務関連の法令や各種ガイ
ドラインについての理解を深める必要がある。
新規制定・改正された法令にポイントを絞るの
であれば、「何が規制の対象となるのか」「不祥
事を起こさないためにはどうすべきか」にウェ
イトを置く。また、同業他社の類似ケースや自
社事例を他山の石として、「やってはいけない
こと」を明確にする場合もある。

問題は、シロかクロかの二者択一で判断で
きない難しい場面やグレーゾーンでの難しい判
断が求められる場合である。このような判断に
迷う情況に面したら、倫理のレンズを用いて

「倫理的に正しい選択肢」を生成して意思決定
の選択肢を拡張することもできる（16）。
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双方立てれば身が持たぬ―倫理的ジレンマ
（ethical…dilemma）（21）に陥ったら、社内コンプ
ライアンス窓口に救いを求める手もある。

２．不正・不適切事案にみる「研修の死角」
モデルの世界で構築された「組織における個

人の倫理的意思決定モデル」は、意思決定者の
完全倫理性（perfect…ethicality）」を前提として
いる。しかし、現実の意思決定は必ずしもそう
単純化できない。本節は、不正の事実が表面化
するまでの間に当事企業の社内や職場で行われ
ていた研修の実態についての分析を取り込みな
がら、行動意思決定論の観点からコンプライア
ンス研修に内在する課題を浮き彫りにする。

研修の死角（１）気付きを得られない……研修
では、現場で働く社員の規範意識のアクティ
ベーションを図る。ただし、研修内容が「一般
論」に過ぎると、「コンプライアンス」をあた
かも他人事であるかのように聞き流す人も出て
くる。こうした実態について、不適切な検査の
事実を公表したB社（精密機器製造業）の調査
報告書には、次のように記されている。
・…従来も当社従業員の規範意識の醸成に向

け、CSR…推進室による倫理行動基準の教育
研修を実施していたが、当該研修は、多数従
業員を一括対象とする、座学による一方的
な講話形式のものであり、また、その内容
は、一般的で具体性に欠けたものとなりがち
で、受講者従業員らが行動基準に即して、自
ら考え我が身を律する訓練の場として十分で
あったとは言い難い（22）。
不適切な会計処理の事実を公表したC社（輸

送用機器製造業）の調査報告書にも、次のよう
に記されている。
・…コンプライアンス研修等、様々な研修を実施

しているものの、法令・知識の学習のみなら

いで、最高順位の選択肢を選び取って、「こう
行動する」という意図を立てる。

研修設計：選択肢の選別（スクリーニング）　
最善の選択肢を選び取るためには、何らかの基
準や物差しが必要である。現場で働く社員を対
象とした研修では、「倫理綱領」「行動基準」の
文言に照らして、最善だとされる選択肢を選び
取ることが推奨される。また、経営倫理学の領
域においては、各選択肢の内容を「功利」「権
利」「徳倫理」に照らして検証する手法（17）を
はじめとして、「PASCAL（パスカル）（18）」「４
段階評価のプロセス（19）」「倫理的な企業行動

［Ethical…Business…Behavior］の公式（20）」などと
いった手法が開発されてきている。

そのどれも抽象度が高く具体性に欠く。その
ため、倫理学説の汎用性を高めた自問自答型の
テスト（以下参照）も開発されている（Wicks,…A.…
C.,…Freeman,…R.…E.,…Werhane,…P.…H…and…Martin,…
K.…E：2010）。
・…自分のとった言動が翌朝の日刊紙の朝刊第一

面に掲載されても自分と家族の体面は汚され
ないか（ニューヨーク・タイムズ・テスト）

・…自分の言動が表沙汰になっても自分の面目は
保たれるか（世間体テスト）

・…相手に与えた不利益が我が身に降りかかって
も受け止められるか（置換テスト）

・…自分の言動に普遍妥当性はあるか（一般化テ
スト）
意思決定者は、上記の問いと自分に付与

された各選択肢の内容とを相互に突き合わせ
て、正しい選択肢のなかから唯一最善の選択肢
を導き出すべきだとされる。

ただ、現実の意思決定においては、そんな
に悠長に構える余裕はなく、また杓子定規に白
黒はっきりつけることが難しい場面も多いので
はないだろうか。彼方立てれば此方が立たぬ、
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ず職場に必要な知識・経験などを習得するた
めの実際の業務に即した研修（OJT）が十分
に実施されていなかったことが、今回の不適
切会計処理を招いた一因であることは否定で
きない（23）。
その一方で、研修内容を特定のテーマに

絞り込むと、どうしても漏れが出てくる。た
だ、業務に関わる法令等のルールは多岐にわた
り、現場でのOJTも行われるため、社員一人ひ
とりの担当業務に合わせてカスタマイズした全
方位型の研修設計は現実的でない。

しかし、以下のケースを読んで分かるよう
に、研修コンテンツの死角で行われた不正・不
適切行為が重大不正にまで発展することもあ
る。たとえば、公務員に対する贈賄で逮捕者を
出したD社（金属製品製造業）の調査報告書に
は、次のように記されている。
・…コンプライアンス教育内容が独占禁止法遵守

に偏り、その内容も形式化・マンネリ化してお
り、教育のあり方の検討が必要（以下略）（24）。
従業員の品質コンプライアンス意識の不足

が不適切事案を招いたとされるE社（非鉄金属
製造業）の調査報告書には、次のように記され
ている。
・…当社の経営陣は、社内規程や社長メッセージ

の発信等により、従業員に対して品質の重要
性を説いているが、重要なのは、「品質」と
いう言葉だけを強調することではなく、「品
質保証」や「品質コンプライアンス」の内容
として、公的規格やお客様仕様の遵守を徹
底させることであるという説明が不十分で
あった（25）。
「顧客仕様と異なる製品の出荷」「検査デー

タの改ざん」の事実が発覚したF社（鉄鋼業）
の調査報告書には、次のような分析も見られる
・…品質コンプライアンスに集中又は特化した全

社的かつ定期的な教育、研修は行われておら

ず、各拠点の現場の社員に品質コンプライア
ンス意識が十分に浸透していなかったと考え
られる（26）。

研修の死角（２）判断と行動は一致しない　社
員の務める社内講師が、研修先の職場で行われ
ている不適切行為の事実を認識しても、当の本
人が行動を起こさないケースもある。「早期発
見・早期是正措置」といわれるように、不正・
不適切行為が行われている現場を押さえて改善
を図れば、重大不正にまで発展することはな
い。しかし現実には、社外の第三者から見て

「社内講師の目が節穴」だと指摘されても反論
できないようなケースもある。

不適切な検査の実態を公表したG社（輸送用
機器製造業）の調査報告書には、不適切な検査
の実態を認識していながら、自分からアクショ
ンを起こさなかった社内講師の事案が記されて
いる。
・…QA氏（カスタマーサービス部の幹部で、後

に品質保証部幹部となる人物［筆者注］）は、
移管作業のためG社岐阜南工場における研修
に行っていた際に本件係数書換え行為につ
いて認識していたところ、製造部幹部時代

（2008年１月～2010年６月）に係数の記載さ
れた性能検査記録表を見つけたが、特にこの
ことについて誰かに確認することはなかった
とのことである（27）。
踏み込んだ分析が行われていないため、QA

氏が相手の意向を忖度して取り計らったのか、
それとも研修先で行われている「書換え行為」
が適切性に欠けると思わなかったのか……は定
かでない。ただ、業務に関わる法令等に精通し
ているはずの社内研修講師が結果として「見て
見ぬ振り」をして不適切行為の現場を見逃して
しまったという事実は、不正・不適切行為の摘
発の難しさを物語っている。
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能力を超える受注が生じた」「工場の人員に欠
員が出た」などという理由で、「公的規格は満
たしているものの、顧客仕様を満たしていない
製品」をあたかも顧客仕様を満たしているか
のように偽装して製品を出荷するケースもあ
る（29）。同様の不適切事案については、「法的に
問題ないのだから、顧客要求事項を満たさずと
もよい」など、「便宜主義的」「御都合主義的」
な解釈が現場でまかり通っていた事実も調査報
告書で明らかにされている。

３．�社員の間に広がる「やらされ感」と
「研修転移」の着想

（１）やらされ感とその原因
コンプライアンス研修は、現場で働く社員

に「やらされ感」を生むという。こうした実態
について、品質管理に関わる不適切事案の事実
を公表したJ社（化学）の調査報告書には、「上
からの押し付けによる研修メニューは、従業員
の「やらされ感」につながり、参加意識や当事
者意識を得られにくい。（30）」と記されている。

複数回にわたる不祥事を経験し、社員の意
識改革を意図した研修等を多面的に実施してき
ているK社（輸送用機器製造業）の調査報告書
にも、次のような分析が記されている。
・…コンプライアンス意識に関する研修・教育へ

の参加、及びその後のフィードバック活動
は、現場の従業員にとって、かなりの負担と
なっており、現場の従業員は、｢会社からや
らされている。｣ という気分を抱いたまま、
こうしたコンプライアンス研修・教育に参
加していた。そのため、コンプライアンス
研修・教育の取組も、その効果は限定的に
なっていたように思われる（31）。

・…再発防止策の一環として講じられたコンプ
ライアンス研修・教育も、時がたつにつれ
て、日々の業務に追われる中で、｢会社から

研修講師の関与は認められないものの、
不正・不適切行為の事実を認識しながら、内
輪・身近のルールを是としてそれに従ってし
まったために、結果として関係者の予想を超え
た重大不正にまで発展したケースも増えてい
る。その一例が、「製品の適合性判定」をめぐ
る以下の不適切行為である。

通常であれば、製品仕様に関わる公的規格
（例：JIS規格、大臣認定など）が存在しない製
品の場合には、「顧客との間で取り交わした仕
様書」や「顧客仕様（＝顧客要求事項）」を満
たした製品を出荷する。しかし実際には、H社

（鉄鋼業）のように、他部門から提供された誤っ
た情報を鵜呑みにして、「不適合品」をあたか
も「合格品」であるかのように偽装して出荷し
ていたケースもある。H社の調査報告書には、
そうした「不適合品」を出荷するに至った経緯
について、次のように記されている。
・…検査室長であったAは、技術部条鋼技術室長

であったBから、硬さ試験方法のJISに規定
されている「試験機の偏りの許容範囲内」で
あれば、合格品として扱ってよい旨の見解を
聞いたことから、これが誤った見解であるに
もかかわらず、自らJIS…の内容を確認・検討
することなく、誤った理解に基づいた「読替
え」を行うことを決定し、品質保証室長もこ
れを了承した（28）。
誤ったルールが現場に蔓延し、内部牽制が

機能しないと、不正・不適切だとされる仕事の
進め方にメスが入ることなく、結果として重大
不正にまで発展してしまった典型である。

また、顧客要求仕様上の基準値が「キャパ
オーバー」であったにもかかわらず、納期を守
るためにやむなくデータを書き換えた I 社（鉄
鋼業）のケースのように、公的基準よりも厳
しい基準で契約を取り交わしたにもかかわら
ず、「技術的課題を克服できない」「工場の生産
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姿勢が整うのは、目の前の仕事や課題を乗り越
えるために自分の意志で「学ぶ」と決めて能動
的に取り組むときであって、誰かに指示された
ときではない。そのため、研修に社員を唐突に
送り込むと、戸惑いを感じる社員も出てくる。

学びを実地で活かせない　研修内容が当人のた
めになるとはかぎらない。成人学習者にとって
研修とは、あくまで現場でのパフォーマンスを
上げるための手段に過ぎない。言い換えるな
ら、研修で得た知識・技能や仕事に臨む姿勢の
全てが明日の糧となることを望む。だとすれ
ば、実務に活かせない知識・技能や仕事に臨む
姿勢を研修の場で学んでも、通り一遍の研修に
終わる可能性がある。

学びのモチベーションを保てない　「研修を受
けても、実態は何も変わらない」という諦め感
が社員の間に広まると、研修を受ける社員のや
る気は低下し、学びの意欲も減退する。

（２）�元の木阿弥にならないための「研修転移」
の着想

研修設計の観点から見れば、コンプライア
ンス研修は、組織構成員各人のコンプライアン
ス意識を高めるとともに、業務上の意思決定に
際して「不正・不適切だとされる選択肢（倫
理・法令等に抵触する選択肢）」を斥けて、「正
しい選択肢（倫理的・適法［合法］な選択肢）」
を選び取るように設計されるはずである。しか
し実際には、研修を受けて襟を正した社員でさ
え、自分の職場に戻れば「元の木阿弥」となる
ともいわれる。

研修転移を真正面から取り上げて分析した
ボールドウィンとフォード（Boldwin,…T…and…
Ford,…J.…K：1988）によれば、研修は、業務に
必要な知識・技能や仕事に臨む態度を学ぶため

やらされている｣ という雰囲気の中で実施さ
れていた（32）。

・…開発本部をはじめ、従業員の中には、これま
でに講じられてきた数々の再発防止策を ｢こ
なす｣ ことに時間を奪われ、本来の業務に時
間を割けなくなってしまっている現状にスト
レスを感じている者も多くいる（33）。

社員が「やらされ感」を抱く原因は何なのか。
なぜ、研修を受ける社員のモチベーションが上
がらないのか。このことについて、ノウルズ

（Knowles,…M.…S：2015）が提示した「アンドラ
ゴジー：（成人学習者を対象とした）学習の原
則」を基に分析すれば、以下のようになる（34）。

当の本人が研修を受講する必要性を感じない
不祥事発覚直後の研修や昇進・昇格時研修な
ど、社員の多くが襟を正して研修を受講すべき
だと感じているならともかく、明確な理由もな
く研修受講を義務化すると、現場で働く社員に

「やらされ感」を生み、研修効果も上がらない。

「何のために研修を受けるのか」を当人が意識
化できない　成人学習者は自律性や自己決定に
重きを置くため、研修の企画・設計・実施・効
果測定の各段階で社員を巻き込まなければ、

「上からの押し付け」「会社からやらされてい
る」という感覚に陥り、社員の参加意識や当事
者意識を高めることはできない。

研修コンテンツと学習者本人の経験との擦り
合わせが不十分　成人学習者は自分が実際に経
験したことに意味を持たせるため、研修講師や
インストラクターの説く正論が必ずしも現場経
験豊富な社員の腹に落ちるとはかぎらない。

心の準備ができていない　成人学習者の学びの
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注
（１）… …「コンプライアンス」という言葉が新聞紙

面で初めて用いられたのは、1987年に発
覚した東芝ココム事件に際してである。
その当時、「コンプライアンス」という言
葉には、①「法順守」（日本経済新聞「安
全保障面で責任、佐波・東芝前会長が会
見」1987年７月11日付朝刊）、②「順守」

（日本経済新聞「米商務省ガイドラインに
みる、「ココム」企業に重い責任―内部
規制へ専門部（経営）―」1987年９月
５日付朝刊）、③「法令順守」（日本経済
新聞「東芝公表、「関係者、追加処分を」
―東芝機械事件で報告書―」1987年
９月10日付朝刊）という訳語が充てられ
ていた。

（２）… …東京証券取引所（2019）,…13頁。
（３）… …日本経済団体連合会企業行動委員会「企業

倫理への取組みに関するアンケート調査
結果」（2008年２月19日付）（参照URL：
http://www.keidanren.or.jp/japanese/
policy/2008/006.pdf,…2019年９月28日ア
クセス）によれば、企業倫理への取組み
とは、①各社独自の行動指針の整備・充
実、②全社的取り組み体制の整備、③企
業倫理ヘルプラインの整備、④経営トッ
プの内部統制強化に向けた基本姿勢の表
明と具体的取組みに関する情報開示、⑤
教育・研修の実施、⑥企業倫理の浸透・

というよりも、むしろ成人学習者に行動変容
を促すためだとしている。つまり、研修の目
的はあくまで「正の転移・陽性転移（Positive…
Transfer）」（研修で学んだ知識・技能や仕事
に臨む姿勢を実際の業務に活かして継続でき
る状態）であって、「学び」ではない。言い
換えるなら、転移の状態における「一般化

（Generalization）」「定着（Maintenance）」であ
る（35）。だとすれば、コンプライアンス研修で
ターゲティングすべきは、コンプライアンスの
知識・技能やコンプライアンス意識（法令順守
意識・高邁な倫理観）の学習の段階を越えて、
業務上の意思決定において「正しい選択肢」ま
たは「最善の選択肢」を選び取る行為が社員の
間で習慣化する段階だといえる（36）。

むすび
本稿は、現場で働く社員を対象としたコン

プライアンス研修に焦点を絞って、「研修はど
うやって設計されるのか」「研修の死角に潜む
課題は何か」「なぜ研修が社員の間にやらさ
れ感を生むのか」について、不正当事企業が
TDnetに公表した調査報告書の内容を取り込み
ながら検討した。

なぜ従業員を対象としたコンプライアンス
研修を企画・実施するのか……。この問いに対
する答えは、個社単位で異なり、職域レベルで
異なるはずである。もとより通り一遍の研修で
済まされるケースもあれば、そうでないケース
もある。ただその一方で、研修を受けて襟を正
した社員でさえ、自分の職場に戻れば「元の木
阿弥」となるともいわれる。原因の一端は、研
修で学んだことが実際の業務で活かせないない
からである。これは、研修開発論の領域で「転
移上の問題（Transfer…Problem）」「研修転移の
壁」と呼ばれる現象である。こうした課題につ
いては、今後の研究課題である。
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析―経営戦略の立案・実施のあり方
を切り口として―」（30-35頁）、澤口
実「不正防止と内部監査の新たな役割」

（36-42頁）、③川崎友巳「コンプライア
ンス態勢の整備・運営と法人処罰」（43-
50頁）、④國廣正・五味祐子「不祥事調
査の実務」（51-56頁）
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（14）… …Jones,…T.…M.…（1991）.…pp.…366-395.
（15）… …Becker,…G.…S.…（1968）.…pp.169-217.
（16）… …AACSB…International.…（2004）.…p.12.
（17）… …Bowie,…N.…E.…（1985）
（18）… …Goodpaster,…K.…E.…（2007）
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（20）… …Frederick,…W.…C.…（1995）
（21）… …倫理的ジレンマは、「選択肢（a）は倫理

的でなく、それに代わる選択肢（b）も
倫理的でない。」「選択肢（a）・（b）の他
に選択の余地はない。」「どちらに転んで
も、倫理的でない。」という形で定式化
できる。

（22）… …東京計器株式会社検査品質問題調査委員
会（2018）、７頁。

（23）… …曙ブレーキ工業株式会社調査委員会
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（27）… …KYB株式会社外部調査委員会（2019）、

47頁。
（28）… …日本高周波鋼業株式会社（2018）、47頁。
（29）… …川金ホールディングス（2019）には、「本

来、このように、製品に技術的な問題が
あったり、工場の生産能力を超える受注

徹底状況のチェックと評価、⑦コンプラ
イアンス上の危機管理体制の整備、だと
される。

（４）… …北越紀州製紙株式会社調査委員会（2015）
（５）… …電気興業株式会社（2019）
（６）… …大豊建設株式会社（2018）
（７）… …株式会社クボタ（2018）
（８）… …株式会社レオパレス21外部調査委員会

（2019）、110頁。
（９）… …谷口勇仁（2018）25-33頁。
（10）… …企業法（ビジネス・ロー）や法律実務の

視点で編集された雑誌には、以下の論稿
や論文等が掲載されている。（1）笹本
雄司郎「コンプライアンス研修改良の
ためのアプローチ法」（『ビジネスロー・
ジ ャ ー ナ ル 』、2011年 １ 月、No.34、
29-31頁）。（2）『ビジネス法務』（2013
年11月、Vol.13,…No.11）の特集「もう退
屈とは言わせない！コンプライアンス
研修」は、①菅原貴与清「なぜコンプ
ライアンス研修は面白くないのか」（14-
18頁）、②小西かおり「居眠りさせな
い…座学研修の作法」（19-24頁）、③平
川惠一・石井哲司「「自分事」と思える
ワークショップ」（25-30頁）、④白鳥幸
司「eラーニングの上手な活用法」（31-34
頁）、⑤福田隆「年間計画を立てる心構
えとコンプライアンス達成度診断」（35-
39頁）、⑥利根哲也「（インタビュー）信
頼構築に向けた…雪印メグミルクの取組
み」（40-44頁）で構成される。（3）『ジュ
リスト』（2016年10月号）の特集「コン
プライアンス再考―企業不祥事・対応
上の新たな留意点―」には、①佐伯仁
志・川出敏裕・木目田裕・山口利招「（座
談会）企業不祥事の現状と展望」（14-29
頁）、②吉村典久「企業不祥事の原因分
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うとしたのかを測定する。
　　… …・…レベル４：組織の成果への貢献度（原

語表記：RESULTS）　研修で学んだこ
とを職場で実践し組織の成果にどの程
度繋げることができたのかを測定す
る。

　　… …レベル１（成人学習者の反応を見る）は、
研修を受けた社員の反応を見るためのア
ンケート調査に相当する。アンケートの
集計結果は、研修内容や研修講師につい
ての印象や受講者の反応を知るうえで有
効だとされる。また、設問の仕方によっ
ては、アンケートの集計結果が受講者サ
イドの改善要望や問題提起を浮き上がら
せるため、研修内容を見直して次の研修
に向けた改善に繋げる「研修のPDCAサ
イクル」を回すうえでも有用だとされ
る。しかし、アンケートの設問項目や集
計結果を実証的に検討する必要性が周知
されていないため、結果として「やりっ
ぱなし」だとした見方もある。

　　… …レベル２（学習の程度を確認する）は、
研修後に行われる理解度確認テスト等
に相当し、研修で学んだ知識の理解度
や技能の習熟度を確認するために行われ
る。また、個社単位で様態は異なるもの
の、「コンプライアンス標語やフレーズ
の作成・発表」「具体的で実行可能なア
クションプラン（行動計画）の策定」「コ
ンプライアンス宣言（宣誓）文書への署
名」などが行われることもある。
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ニッセイアセットマネジメント 林　　　寿　和
Nissay…Asset…Management Toshikazu Hayashi

ABSTRACT
This…paper…provides…a… game-theoretical… analysis…of… institutional… investors’… collective…
engagements… from… the… viewpoint… of… collective… action… theory,…which… allows… us… to…
examine… the… free-rider… problem… and… social… dilemmas.…The… author… developed… two…
different… types…of… theoretical…models…with… taking… into… account… the…difference… in… its…
nature…of…benefit… from…collective… goods：…collective… engagements… aiming… to… achieve…
excess…market…returns…by…influencing…investee…companies…–…collective…engagements…for…
excess…market…return…–,…where…collective…goods…are…rivalrous,…and…collective…engagement…
aiming… to…affect…corporate…environmental…and…social…policy…and…practices…–…collective…
engagement… for…environmental… and… social… issues…–,…where…collective…goods…are…non-
rivalrous.…The…key…findings…of…this…paper…are…as…follows.…Firstly,…both…types…of…collective…
engagements…require…a…relatively…higher…amount…of…benefits…than…their…costs…to…generate…
collective…action,… especially… for… the…collective…engagement… for…excess…market… return.…
Secondly,…while…the…free-rider…problem…can…be…accompanied…in…both…types…of…collective…
engagements,…discouraging…effect…on…cooperative…behavior…are…larger…in…the…case…of…the…
collective…engagement…for…excess…market…return.…Instead,…the…collective…engagements…for…
environmental…and…social… issues…would…not…be…diminished…even…if… the…number…of… free-
rider…increases.…Lastly,…since…there…are…many…institutional…investors…in…the…markets,…social…
dilemmas…can…emerge… in… the… real-world… situations.…From… the…policymakers’…point…of…
view,…policy…measures… to…promote…cooperative…behaviors…among… institutional… investors…
can…be…justified…to…maximize…social…welfare.

企業価値拡大・資本効率向上・持続的成長を促
進するために、「機関投資家が…（中略）…、
他の機関投資家と協働して対話を行うこと（集
団的エンゲージメント）が有益な場合もあり得
る」（金融庁：2017、13頁）との考え方がはじ
めて明記されたことを受けて、日本でも関心が
高まっている。

１．はじめに
近年、複数の機関投資家が協働して投資先

企業に対し、何らかの企業行動を求めて働きか
けを行う「集団的エンゲージメント」への注目
が高まっている。特に、機関投資家の行動原則
を定めた「日本版スチュワードシップ・コード」
が2017年５月に一部改訂され、投資先企業の

機関投資家による集団的エンゲージメントはどのような
ときに成立するのか：ゲーム理論を用いた理論的考察

A…Game…Theoretic…Analysis…of…Collective…Engagements…by…Institutional…Investors
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他方、エンゲージメントを含む、投資先企
業の株主価値拡大を企図した株主行動につい
ては、株主が私的にその実施コストを負担す
る必要があるにもかかわらず、その成果はコ
スト負担の有無によらず、すべての株主が享
受することができるという、いわゆる「公共
財」（public…goods）としての性質（1）を有して
いる（Huddart：1993、Admati,…Pfleiderer,…and…
Zechner：1994、Coffee：1997）ことから、何
もせずに、すなわち、コストを負担することな
く、成果にただ乗り（フリーライド）しよう
とする誘引が存在することが指摘されている

（例えば、Grossman…and…Hart：1980、Shleier…
and…Vishny：1986、Huddart：1993、Admati,…
Pfleiderer,… and… Zechner：1994、Gillan… and…
Starks：2000,…2003、Clark…and…Hebb：2004）。

このフリーライダー問題は、複数の株主が
協働してエンゲージメントを行う集団的エン
ゲージメントにおいては、その協力関係の成
立を阻む要因ともなり得る（Guyatt：2007,…
2013、Gond…and…Piani：2012、PRI：2013）。
集団的エンゲージメントの実施には何らかのコ
スト負担を伴うことから、活動に参加すること
なく成果にただ乗りした方が経済合理的との判
断が個々の機関投資家に生じ得るからだ。すべ
ての株主が同様に考える結果、集団的エンゲー
ジメントへの協力が躊躇われ、結果として集団
的エンゲージメントが成立しない、あるいは十
分な協力者が集まらず、集団的エンゲージメン
トが失敗に終わる（企図した成果が得られな
い）、すなわち集合財が供給されないという事
態も想定される。

仮に集団的エンゲージメントが成功裏に行
われた場合に、すべての株主が利益を得ること
ができるにもかかわらず、フリーライダー問題
ゆえに集合財が供給されないとしたら、すべて
の株主は結果として損をしていることになる。

こうした「集合行為のジレンマ」、あるいは
「社会的ジレンマ」（2）は、マンサー・オルソン
が1965年に発表した書籍The Logic of Collective 

Action: Public Goods and the Theory of Groups 

（『集合行為論―公共財と集団理論』）で数理モ
デルを用いて定式化（3）して以来、数理モデルを
用いた理論的研究が蓄積されてきており、集合
財の競合性や各成員が負担するコストの性格な
どゲームの諸条件が異なると、集合財供給の有
無や、社会的ジレンマ発生の有無など、その帰
結が変わってくることが指摘されている（例え
ば木村邦博：2002、鈴木鉄忠：2013）。

しかしながら、集団的エンゲージメントと
いう集合行為を対象に、数理モデルを用いてフ
リーライダー問題の観点から、その成立条件や
社会的ジレンマの発生状況などついて理論的考
察を行った先行研究は筆者の知る限り存在して
いない。本研究は、集合行為論におけるこれま
での理論的な研究成果を、集団的エンゲージメ
ントという今日の実務的な課題に当てはめて理
論的に考察することを通じて、その性質や特性
についての理解を深めることを目的としてい
る。

２．集団的エンゲージメントの類型
２．１．集団的エンゲージメントとは

日本において資産運用やインベスター・リ
レーションズ（IR）に携わっている実務家に最
も広く認知されている「エンゲージメント」の
定義は、2014年に金融庁が導入した「日本版
スチュワードシップ・コード」によるものであ
ろう（同コードは、2019年９月30日時点で269
の機関投資家等が受け入れを表明している。）。
同コードにおいてエンゲージメントとは、（機
関投資家と投資先企業による）「中長期的視点
から投資先企業の企業価値及び資本効率を高
め、その持続的成長を促すことを目的とした対
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話」（日本版スチュワードシップ・コード、指
針４－１）とされている。

ここで、エンゲージメントに関連する用語
として「シェアホルダー・アクティビズム」（積
極的株主行動）がある。シェアホルダー・アク
ティビズムについては、学問領域横断的に文献
レビューを行ったGoranova…and…Ryan（2014）
によって「株式所有や売買行動の背後にある暗
黙の潜在的な株主の意図ではなく、企業の方針
や活動内容に影響を及ぼそうとする明確な意図
を伴った株主による行動」（同、p.1232、筆者
仮訳）と定義されている。

株主である機関投資家が、投資先企業の方
針や活動内容に何らかの影響を及ぼうそうとす
る状況として最も考えられるのは、投資先企業
に何らかの不満がある状況であろう。不満があ
るなら当該企業の株式を売却すればよい、とい
ういわゆる「ウォール・ストリート・ルール」
の考え方とは異なり、株式の売却あるいはその
脅威以外の手段で、投資先企業に影響を及ぼそ
うとする行為がシェアホルダー・アクティビズ
ムである。これを、アルバート・ハーシュマン
が、その著書Exit, Voice, and Loyalty: Responses 

to Decline in Firms, Organizations, and States（『離
脱・発言・忠誠―企業・組織・国家における
衰退への反応』）で論じた枠組みにあてはめる
と、投資先企業からの「離脱（Exit）」（＝株式
の売却）ではなく、投資先企業に対する「発言

（Voice）」に相当する行動といえる。
ただし、日本版スチュワードシップ・コー

ドにおけるエンゲージメントと、Goranova…and…
Ryan（2014）によるシェアホルダー・アクティ
ビズムは少なくとも次の二点において異なって
おり、エンゲージメントのほうがその意味する
範囲が狭い。

第一に、Goranova…and…Ryan（2014）による
シェアホルダー・アクティビズムには、その定

義から、株主総会における株主提案や議決権の
行使も含まれると考えられる。他方、日本版ス
チュワードシップ・コードにおけるエンゲージ
メントは、日本語で「目的を持った対話」と表
記されているように、株主提案や議決権行使自
体は含まれないと考えられる（もちろん、例え
ば、議決権の行使に関して機関投資家が投資先
企業と対話することはエンゲージメントに含ま
れるだろう。）。

第二に、シェアホルダー・アクティビズム
の場合、その動機は必ずしも財務的動機に基づ
くものには限定されない。例えば、倫理的な価
値観や信条などに基づいて投資先企業の方針
や活動内容に影響を及ぼそうとする株主行動
も、Goranova…and…Ryan（2014）の定義におい
ては、シェアホルダー・アクティビズムに含
まれる。しかし、日本版スチュワードシップ・
コードにおけるエンゲージメントは、先に述べ
た定義より、財務的動機に基づくものに限定さ
れていると考えられる。

さて、ここまででエンゲージメントの位置
付けを確認したところで、本稿がテーマとする
集団的エンゲージメントの意味についても確認
しておきたい。集団的エンゲージメントは、先
に述べたとおり、2017年５月の日本版スチュ
ワードシップ・コードの一部改訂によって、初
めて同コードに追記されたものである。同コー
ドには次の記載がある。

「機関投資家が投資先企業との間で対話を
行うに当たっては、単独でこうした対話を行う
ほか、必要に応じ、他の機関投資家と協働して
対話を行うこと（集団的エンゲージメント）が
有益な場合もあり得る」（日本版スチュワード
シップ・コード、指針４－４）

この記述から示唆されるように、集団的エ
ンゲージメントであるか否かは、その目的や対
話の内容によって区別されるのではなく、あく
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う。）である。
1983年から2007年の間に発表された環境・

社会に関するシェアホルダー・アクティビズム
についての先行研究34編のレビューを行った
Sjöström（2008）は、2004年以降に関連文献が
大きく増加していることを報告している。

環境・社会に関するシェアホルダー・アク
ティビズムを行う主体は、慈善団体や宗教団
体、労働組合、NGOなど特定の活動目的を
持った組織から年金基金に至るまで多様であ
り（Sjöström；2008、Yang,…Uysal,…and…Taylor：
2018）、また、その活動動機も様々であるが

（Cundill,…Smart,…and…Wilson：2017）、とりわけ
受託者責任の下で、受益者のために年金資産の
維持・拡大を図ることが責務である年金基金
においては、あくまで財務的な動機に基づい
て、環境や社会に関するシェアホルダー・ア
クティビズムが行われているとの指摘がある

（Clark…and…Hebb：2004、Hess：2007）。特に「ユ
ニバーサル・オーナー」と称されるような資産
規模の大きい公的年金基金においては、財務的
な動機に基づいて、企業活動に伴う外部性など
による市場の失敗の解消に向けたエンゲージメ
ントが行われることが指摘されている（Saint…
Mary’s…College…of…California：2006、Urwin：
2011、林寿和：2017など）。このように、あく
まで財務的な動機に基づいて行われる環境・社
会に関するシェアホルダー・アクティビズム
のうち、投資先企業との対話に該当するもの
は、日本版スチュワードシップ・コードが「有
益な場合もあり得る」と明記した集団的エン
ゲージメントといえるだろう。

ただし、ここでいう財務的動機は、ター
ゲットとなる企業の株価上昇を直接的な目的と
しているのではなく、企業における環境面や社
会面に関する方針や活動内容、あるいはその情
報開示などを促すことを通じて、長期的な企業

まで実施者が単独か、複数かによって区別され
る。

２．２．集団的エンゲージメントの類型
前節において、集団的エンゲージメントと

は、財務的動機に基づき、複数の機関投資家が
協働して共通の目的の達成に向けて、投資先企
業と対話することであることを確認したが、そ
の共通の目的の性質の違いから、本研究では集
団的エンゲージメントを２種類に類型化して捉
える。

第１の類型は、ターゲットとする投資先企
業（単一企業、ないし複数企業）の時価総額の
拡大を直接的な目的とする集団的エンゲージメ
ントである。投資先企業の株価が上昇し、時価
総額が拡大すれば、株主である機関投資家はそ
の株式持分に応じて利益を得ることができる。

エンゲージメントを含むシェアホルダー・
アクティビズムを理論的に考察した先行研究の
多くは、当該行為に伴うコストと、当該行為に
よる株価上昇から得られる利益の費用対効果分
析に基づく経済合理的な判断をベースとする理
論モデルを用いている（Admati,…Pfleiderer,…and…
Zechner：1994、Huddart：1993、Bebchuk,…
Cohen,… and…Hirst：2017、Doidge…et al.：2019
など）。個々の機関投資家が、株価上昇によっ
て得られる利益とその獲得にために必要なコス
トとを天秤にかけて意思決定を行うという捉え
方は経済学研究における極めて基本的な捉え方
である。

ところが、近年、必ずしも株価上昇を直接
的な目的としないエンゲージメントが注目され
るようになってきている。具体的には、企業に
おける環境問題への対応や、企業と社会やス
テークホルダーとの関係性に関する事項につ
いての対応を求めるエンゲージメント（以下、

「環境・社会に関するエンゲージメント」（4）とい
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参加する機関投資家の数と、各々の機関投資家
が負担するコストは反比例の関係にあるものと
する。もちろん現実には、機関投資家の規模や
成果に対する関心の違いから、負担するコス
トも機関投資家毎に異なる状況が想定される（5）

が、こうした現実の状況についての理解を深め
るための土台として、均質な機関投資家という
単純化したモデルに基づく理論的考察は有益と
考える。

また、各機関投資家にはリソース上の制約
から、負担可能なコストには上限があると考え
られる。本研究は集団的エンゲージメントの成
立条件を考察することを目的としていることか
ら、単独の機関投資家では集合財の供給に必要
なコストを負担しきれない状況を想定する。す
なわち、２以上の一定数の機関投資家によるコ
スト負担が集合財の供給に必要とされる状況を
想定する。

なお、現実には、機関投資家による協働を
促進する第三者組織が集団的エンゲージメント
に関与する場合があるが（6）、本研究は、もっ
ぱら機関投資家のみが存在する状況下における
集団的エンゲージメントの成立条件等を考察す
る。なぜなら、先ほどの機関投資家の均質性の
仮定と同様に、第三者組織の果たす機能やもた
らす効果についての理解を深めるための土台と
して、まずは機関投資家のみが存在する状況を
想定した理論的考察が有益と考えるからであ
る。

本研究において、集団的エンゲージメント
の結果は、「成果あり」「成果なし」のいずれか
とし、その結果は、前述のとおり、集団的エン
ゲージメントが成果を上げるのに必要なコスト
に足る機関投資家の参加が得られたか否かで決
まるものとする。

集団的エンゲージメントが成果を上げた際
にもたらされる総利益は、集団的エンゲージメ

価値の維持・拡大を図り、ひいては株主価値の
毀損防止や拡大に資することを期待しているも
のである。したがって、究極的には財務的動機
に基づく投資家行動ではあるが、株価上昇を直
接的な目的とするエンゲージメントとは一義的
な目的が異なっている。

本研究は、集団的エンゲージメントの成立
条件を理論的に考察することを目的としている
が、株価上昇を直接的な目的とする集団的エン
ゲージメントと、環境・社会に関する集団的エ
ンゲージメントをそれぞれ区別して、各々の特
徴を踏まえた定式化を行うことにより、その違
いを考慮した理論的考察を行う。

３．�ゲーム理論を用いた集団的エンゲー
ジメントの定式化

３．１．本研究における定式化にあたっての仮定
本研究では、均質（homogeneous）なN機

関（N≥３）の機関投資家の存在を仮定し、
かつ、すべての機関投資家が取りうる選択肢
は、集団的エンゲージメントに「参加する」
または「参加しない」のいずれかとする。また、
その選択は一度限りとし、かつ、すべての機
関投資家が同時に意思決定を行うものとする。
これは、ゲーム理論において一般的に「同時
手番ゲーム」と呼ばれるものであり、全ての
プレイヤーが、他のプレイヤーがどの選択を
選ぶか分からない状態で同時に選択を決定す
るゲームのことを指す言葉である。

集団的エンゲージメントが成果を上げる（す
なわち、集合財が供給される）ためには、一定
のリソースが投入されなければならない。その
リソースは、集団的エンゲージメントに参加す
る機関投資家によって負担される。本研究は均
質な機関投資家の存在を仮定しており、集合財
の供給に必要なコストは、参加する機関投資家
に等しく按分されるものとする。したがって、
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ントへの参加機関数によらず一定であると仮
定する。このような集合財は、その利益を縦
軸、集合行為への参加人数や投入コストを横軸
として図示すると階段状の形状になることか
ら、「ステップ型」の生産関数（7）と呼ばれ、さ
まざまな集合行為の理論的考察に適用されてい
る（8）。

最後に、ゲームは完備情報を仮定する。すな
わち、すべて機関投資家が、他の機関投資家の
利得構造を互いに共有知識として持っていると
仮定する。

３．２．�株価上昇を直接的な目的とする集団的
エンゲージメント

３．２．１．機関投資家の利得構造
株価上昇を直接的な目的とする集団的エン

ゲージメントによって投資先企業の時価総額が
増加した場合、株主が得る利益は、集団的エン
ゲージメントへの参加有無にかかわらず、その
企業の株式持分比率に応じて決まる。すなわ
ち、株価上昇を直接的な目的とする集団的エン
ゲージメントの成果としての集合財には競合性
が存在する。

本研究では機関投資家の均質性を仮定して
おり、個々の機関投資家の株式持分比率は1/
Nで等しいと仮定すると、集団的エンゲージメ
ントによる投資先企業の時価総額の増分 V に
対し、機関投資家 i が得る利益は bi＝V/N とな
る。

一方、集合財が供給されるために必要な総
コストK（>０）は、集団的エンゲージメントに
参加するmの機関投資家によって等しく負担さ
れる。すなわち、機関投資家 i が負担するコス
トは Ki＝K/mとなる。

ただし、各々の機関投資家はリソースの制
約から負担可能なコストに上限が存在し、機関
投資家の均質性の仮定より、すべての機関投資

家について、その上限は k（ただし、０< k <K）
で共通とする。

いま、K/m ≤ k を満たす最小の整数 m を c と
おくと、これが、集団的エンゲージメントが成
果を上げる（集合財が供給される）ために必要
な最小機関投資家数となる。 c を上回る機関投
資家が集団的エンゲージメントに参加すればす
るほど、個々の機関投資家が負担するコストは
逓減する。

以上から、集団的エンゲージメントに参加
する機関投資家の利得は、参加機関数 m の関
数として次式で表される。

一方、集団的エンゲージメントに参加しな
い機関投資家の利得は次式で表される。

自身が集団的エンゲージメントに参加した
場合に、全体で m の機関投資家が参加するこ
とになる場合において、自身は参加しないでお
こうとする誘引 t（m）＝D（m－1）－C（m）は次
式で表される。

もしすべての m について、 t（m）≥０が成り
立つとき、すべての機関投資家にとって集団的
エンゲージメントに参加する誘引は存在しな
い。なお、t（m）＝０の場合は、集団的エンゲー
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とるとき、自身にも参加する誘引は生まれな
い。したがって、m＝０、すなわち集団的エン
ゲージメントが成立しない状態もナッシュ均衡
解である。

このように、t（c）＝K/c－V/N <０のとき、
m＝0 と m＝c という二通りのナッシュ均衡解
が存在する。しかし、集団的エンゲージメント
が成立するか否かのどちらの結果が起こりやす
いか、という問いに対してナッシュ均衡分析自
体は何ら答えを提供してくれない。そもそも、
ナュシュ均衡は、機関投資家によるコミュニ
ケーションが一切排除された状況を想定してい
るが、現実においては、機関投資家がコミュニ
ケーションすることは十分にあり得る。ここ
で、鈴木鉄忠（2006、2013）が着目するように、
機関投資家による拘束力を伴わないコミュニ
ケーションによる提携が可能な社会状況を想定
した「強ナッシュ均衡」（9）の概念を導入すると、
N人チキンゲームの強ナッシュ均衡は、 m＝c

のみとなる。このことは、機関投資家間でのコ
ミュニケーションに基づく拘束力を伴わない提
携によって、集団的エンゲージメントが成立す
る可能性を示唆している。

ここで、社会的ジレンマの発生状況につい
ても確認する。

社会的ジレンマとは、木村邦博（2002）が
指摘するように、「個人的合理性」と「社会的
合理性」が乖離した状態である。機関投資家に
よる集団的エンゲージメントに着目する本研究
において考えられる社会的ジレンマは、複数の
機関投資家が協力し、集団的エンゲージメント
を実施することによって、参加する機関投資家
がより高い利得を得られるにもかかわらず、
集団的エンゲージメントが成立しない状態で
ある。あるいは、集団的エンゲージメントの
成立という社会的帰結が導かれる状況であっ
ても、他の機関投資家の利得を損なうことな

ジメントに参加した場合の利得と参加しない
場合の利得が等しくなるが、木村邦博（2002）
の考え方に倣い、各機関投資家には「惰性」が
働いているため、この場合もすべての機関投資
家はあえて集団的エンゲージメントに参加しよ
うとは考えないものとする。

３．２．２．�集団的エンゲージメントの成立可能
性、社会的ジレンマの発生状況

定式化を終えたところで、集団的エンゲー
ジメントの成立の可能性を考察するため、この
N 人２選択対称ゲームのナッシュ均衡解を検討
する。

いま、t（m）は、1 ≤ m ≤ c－1および c+１≤ m ≤ N

において常に正の値をとる。さらに、もし t（c）
＝K/c－V/N ≥０なら、t（m）はあらゆるmにお
いて非負の値をとるため、集団的エンゲージ
メントに参加しないという選択が支配戦略

（dominant…strategy）となる。したがって、こ
のとき集団的エンゲージメントは成立しないこ
とが示唆される。

一方、 t（c）＝K/c－V/N <０のとき、集団的
エンゲージメントに参加しないという選択は支
配戦略にはならない。自身を除くN-1 機関のう
ち c-1 機関が集団的エンゲージメントに参加す
るという戦略をとるとき、自身には参加する誘
引が生まれるからである。この時のゲームは、
いわゆるN人チキンゲームである。

利得構造の対称性より、上記のことはす
べての機関投資家にとって同じであることか
ら、m＝c はナッシュ均衡解となる。従ってN

機関のうち c 機関が参加する集団的エンゲージ
メントがナッシュ均衡解となる。

ただし、この均衡解はこのゲームの唯一の
均衡解ではない。いま、t（1）＝ k >０であるこ
とから、自身以外のすべての機関投資家が集団
的エンゲージメントに参加しないという戦略を
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れるにもかかわらず、協力が行われないことに
なる。

以上から、株価上昇を直接的な目的とする
集団的エンゲージメントを定式化したゲームの
社会的帰結は、各パラメータの条件に応じて次
の３通りとなる（表１）。なお、各パラメータ
の値を例示的に設定し、利得関数を図示したも
のが図１である。

３．３．�環境・社会に関する集団的エンゲージ
メント

３．３．１．�機関投資家の利得構造
前節のように、株価上昇を直接的な目的と

する集団的エンゲージメントの定式化において
は、その成果である集合財は、その企業の株式
持分比率に応じて按分されるものとして取り
扱った。しかし、株価上昇を直接的な目標とし
ない集団的エンゲージメントの場合、必ずしも
集合財に競合性が存在するとは限らない。

前述のとおり、環境・社会に関するエン

く、ある機関投資家の利得を高めることができ
る別の状態が存在するのであれば、これもまた
社会的ジレンマの状態にあるといえる。

社会的ジレンマについては、さまざまな定
義が存在しているが（Dawes：1980、Taylor：
1987、Raub：1988など）、武藤正義（2005）は
既存の主要な定義に不完全な点があることを指
摘している。その上で、武藤正義（2005）は
社会的ジレンマが生じる必要条件が、D（m）
> C（m）,∀m∈{1,…,N－1} かつ D（0）<C（m1）,
∃m1∈{1,…,N }であることを指摘しているが、
本研究のモデルにおいては、前者の条件は常に
成立している。

後者の条件については、C（m）が m＝Nのと
きに最大値をとる関数であることを踏まえる
と、C（N）>０が成立するとき、後者の条件が
成立することになる。

すなわち、C（N）＝V/N－K/N >０＝D（0）の
とき、仮にすべての機関投資家が協力すれ
ば、すべての機関投資家がより高い利得が得ら

表１　株価上昇を直接的な目的とする集団的エンゲージメントの社会的帰結

Case 1-1 Case 1-2 Case 1-3
パラメータの条件 t（c）＝K/c－V/N ≥ 0

かつ
C（N）＝V/N－K/N≤ 0
⇒ V ≤ K

t（c）＝K/c－V/N ≥ 0
かつ
C（N）＝V/N－K/N > 0
⇒（N/c）K ≥ V > K

t（c）＝ K/c－V/N < 0
かつ
C（N）＝V/N－K/N > 0
⇒ V >（N/c）K

ナッシュ均衡解 m＝0 m＝0 m＝0 および m＝c
強ナッシュ均衡解 m＝0 存在しない m＝c
社会的帰結の概要 集団的エンゲージメントは成立

しない可能性。ただし、その場
合も社会的ジレンマは生じない

集団的エンゲージメントは成
立しない可能性。その場合、
社会的ジレンマが発生する

集団的エンゲージメント
が成立する可能性あり

図１　株価上昇を直接的な目的とする集団的エンゲージメントの利得関数の例
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３．３．２．�集団的エンゲージメントの成立可能
性、社会的ジレンマの発生状況

環境・社会に関する集団的エンゲージメン
トを定式化したゲームのナッシュ均衡解も、
株価上昇を直接的な目的とするそれと同様に
t（m）が 1 ≤ m ≤ c－1 ならびに c＋1≤ m ≤ N に
おいて常に正の値をとることから、t（c）の符号
によって変わってくる。

t（c）＝K/c－B ≥ 0のとき、集団的エンゲージ
メントに参加しないという戦略が支配戦略とな
り、m＝0 が唯一のナッシュ均衡解となる。

一方、t（c）＝K/c－B< 0のときは、m＝0 に加
えて、m＝c がナッシュ均衡解となり、とりわ
け後者については強ナッシュ均衡解でもある。
すなわち、c 機関による集団的エンゲージメン
トが成立する可能性が示唆される。

社会的ジレンマ発生の状況も同様に、C（N）
＝B－K/N>0＝D（0）のとき、武藤正義（2005）
による社会的ジレンマ発生の必要条件が成立す
ることになる。

以上から、環境・社会に関する集団的エン
ゲージメントを定式化したゲームの社会的帰結
は、各パラメータの条件に応じて次の３通りと
なる（表２）。なお、具体的なパラメータを例
示的に設定し、利得関数を図示したものが図２
である。

３．４．�考察
株価上昇を直接的な目的とする集団的エン

ゲージメント、環境・社会に関する集団的エン
ゲージメントのいずれにおいても、その社会的
帰結は３通り存在することが明らかとなった。
ここで、両者を比較し、考察するために、社会
的帰結と集団的エンゲージメントの総利益およ
び総コストとの関係を図示したものが図３であ
る。

まず、図３より、いずれの目的をもった集

ゲージメントは、究極的には財務的動機に基づ
くものであるが、株価上昇を一義的な目的とは
していない。こうした集団的エンゲージメント
が成果を挙げた場合にもたらされる総利益を B

とし、その利益には競合性が存在しないものと
仮定すると機関投資家 i が得る利益は bi＝Bと
なる。

集合財が供給されるために必要な総コスト
K（>０）が集団的エンゲージメントに参加す
る機関投資家に等しく按分されるという仮定
は、環境・社会に関する集団的エンゲージメン
トにおいても同じである。また、リソースの制
約から、各々の機関投資家には負担可能なコス
トに上限 k（0< k <K）が存在するという仮定
も同じである。

このとき、集団的エンゲージメントに参加
する場合の機関投資家の利得 C（m）、参加し
ない場合の利得 D（m）、ならびに集団的エン
ゲージメントに参加しないでいようとする誘引
t（m）は、それぞれ以下のとおり定式化される。
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大きさを比べると、環境・社会に関する集団的
エンゲージメントのほうが、当該領域が大きい
ことがわかる。株価上昇を直接的な目的とする
集団的エンゲージメントは、総コストに対して
より多くの総利益が得られる場合に限り、集団
的エンゲージメントが成立する可能性があるこ
とが示唆される。

団的エンゲージメントであっても、それら成立
する可能性があるのは、集団的エンゲージメン
トの総利益が、その実施に必要な総コストを
一定程度上回る場合に限られることがわかる

（Case…1-3 および 2-3）。
ここで、集団的エンゲージメントが成立す

る可能性のある領域（Case…1-3 および 2-3）の

表２　環境・社会に関する集団的エンゲージメントの社会的帰結

Case 2-1 Case 2-2 Case 2-3
パラメータの条件 t（c）＝K/c－B ≥ 0

か つ
C（N）＝B－K/N≤ 0
⇒ B≤ K/N

t（c）＝K/c－B≥ 0
かつ
C（N）＝B－K/N>0
⇒ K/c≥B>K/N

t（c）＝K/c－B<0
かつ
C（N）＝B－K/N>0
⇒ B>K/c

ナッシュ均衡解 m＝0 m＝0 m＝0 および m＝c
強ナッシュ均衡解 m＝0 存在しない m＝c
社会的帰結の概要 集団的エンゲージメントは成立

しない可能性。ただし、その場
合も社会的ジレンマは生じない

集団的エンゲージメントは成
立しない可能性。その場合、
社会的ジレンマが発生する

集団的エンゲージメント
が成立する可能性あり

図２　環境・社会に関する集団的エンゲージメントの利得関数の例

図３　集団的エンゲージメントの総利益・総コストの大きさと社会的帰結の関係

k k
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ゲーム理論に基づく理論的考察を行った。モデ
ル化に際しては、株価上昇を直接的な目的とす
る集団的エンゲージメントと、環境・社会に関
する集団的エンゲージメントを区別し、各々の
利益の性質の違いを踏まえた定式化を行った。

本研究による主な発見事項は次のとおりで
ある。

第一に、集団的エンゲージメントが成立
するためには、実施に必要な総コストに対し
て、もたらされる総利益が一定程度大きいこと
が必要であり、特に株価上場を直接的な目的と
する集団的エンゲージメントにおいては相対的
により大きな総利益を必要とすることが示唆さ
れる。

第二に、株式市場に多数の機関投資家が存
在する現実社会においては、フリーライダー問
題が、株価上昇を直接的な目的とする集団的エ
ンゲージメントの成立により強く影響を及ぼし
ている可能性がある。環境・社会に関する集
団的エンゲージメントにおいてもフリーライ
ダー問題は存在するが、株価上昇を直接的な目
的とする集団的エンゲージメントのように、フ
リーライダーの数が増えること自体は集団的エ
ンゲージメントの成立可能性に直接影響しない
ことが示唆される。

第三に、集団的エンゲージメントの目的に
かかわらず、機関投資家数 N が大きい現実社
会においては社会的ジレンマの発生が一定程度
避けられない可能性があり、社会全体の厚生を
高める観点からは、集団的エンゲージメントの
成立を促進する何らかの政策的対応に意義があ
るものと考えられる。

最後に本研究の限界と今後の課題について
延べる。

本研究においては、集団的エンゲージメン
トの参加者として均質な機関投資家の存在のみ
を仮定した。当然、現実には次の要素が集団的

また、機関投資家数 N に注目すると、N が
大きくなるほど、株価上昇を直接的な目的とす
る集団的エンゲージメントの成立する可能性
のある領域（Case…1-3）が縮小していくのに対
し、環境・社会に関する集団的エンゲージメン
トの場合は、成立する可能性のある領域（Case…
2-3）の大きさが N と無関係であることがわか
る。前者における領域の縮小は、集団的エン
ゲージメントがもたらす総利益が同じであれ
ば、 N が大きくなることによって、集団的エ
ンゲージメントに参加する個々の機関投資家が
得られる利益が減少していくためであり、フ
リーライダー問題が集団的エンゲージメントの
成立により強く影響を及ぼすものと解釈するこ
とができる。

なお、現実の株式市場において N は一定程
度大きいと考えられることから、環境・社会に
関する集団的エンゲージメントに比べると、株
価上昇を直接的な目的とする集団的エンゲージ
メントは相対的に少ないことが予想される。

最後に、社会的ジレンマの発生に着目する
と、いずれの目的の集団的エンゲージメントに
おいても N が大きくなることは、社会的ジレ
ンマが発生する領域（Case…1-2…および 2-2）の
拡大に作用する。

現実の株式市場において N は一定程度大き
いと考えられることから、集団的エンゲージメ
ントが成立しないことに伴う社会的ジレンマ
の発生が一定程度避けられないことが示唆さ
れ、社会全体の厚生を高める観点からは、機関
投資家の協働を促進する何らかの政策的対応に
は意義があるものと推察される。

４．�まとめ
本研究は、近年注目が高まっている集団的

エンゲージメントに焦点を当て、フリーライ
ダー問題の観点から、その成立条件等について
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競合性を持つ場合のそれぞれを考察して
いる。なお、本研究では集団的エンゲー
ジメントの成果を「集合財」（collective…
goods）と表記する。

（２）… …「集合行為のジレンマ」または「社会的
ジレンマ」とは、「集団の各成員の自己
利益の実現と集団全体の共通利益の実
現が両立しない問題状況」（鈴木鉄忠：
2013、２頁）のことを指す。

（３）… …なお、Olson（1965）による定式化には
欠陥があることを木村邦博（2002）が指
摘している。

（４）… …論者によってその呼び方はさまざまであ
る。例えばCundill,…Smart,…and…Wilson

（2017）は「非財務シェアホルダー・アク
ティビズム」（non-financial… shareholder…
activism）、Goodman…et al.（2013）は「ソー
シャル・シェアホルダー・エンゲージメン
ト」（social… shareholder… engagement）、
Ho（2016）は「リスク関連アクティビズ
ム」、Sjöström（2008）は「企業の社会的
責任に関するシェアホルダー・アクティビズ
ム」（shareholder…activism…for…corporate…
social…responsibility）と表現している。

（５）… …PRI（2013）は、「機関投資家のリソー
スの限界はそれぞれ異なるため、中には
エンゲージメントの協働に名前または持
株を連ねるだけといった限られた役割
や貢献しかできない投資家もある」（同,…
pp.6）と指摘している。また、上田亮子

（2015）は、「集団的エンゲージメントに
おいては、グループの中で一番関心の高
い投資家がリーダーシップを取り、時間
やコストをかけてグループの意見を集約
し、投資先企業に対して行動をとってい
く」（同,…pp.62）と指摘している。

（６）… …例えば、Gond…and…Piani（2012）は機関

エンゲージメントの成立や社会的ジレンマの発
生に作用する可能性があり、今後、モデルの拡
張等を含めた追加的検討が必要である。

第一に、機関投資家の規模の違いの考慮で
ある。現実には機関投資家の運用資産規模は
各々異なっており、その結果、企業に対する影
響力も異なるほか、集団的エンゲージメントの
参加にあたって負担可能なコストの上限も異な
ると考えられる。

第二に、機関投資家の属性の違いの考慮で
ある。現実には、運用機関とアセットオーナー
の両者が集団的エンゲージメントに参加する場
合が少なくないが、両者の利得構造は必ずしも
同一であるとは限らず、利得構造の異なる参加
者の存在が、集団的エンゲージメントの成立等
に影響する可能性がある。…

また、現実には、前述のとおり、機関投資
家以外の非営利組織等が集団的エンゲージメン
トを主導し、あるいは支援している場合があ
る。こうした機関投資家以外の組織の存在が、
集団的エンゲージメントの成立に作用する可能
性が考えられ、追加的検討が必要である。

注
（１）… …公共財は、財の消費に関する「排除可能

性」（特定の消費者のみが消費できる財
か、それとも誰でも消費できる財か）と

「競合性」（ある一人が財を消費したと
き、他者の消費可能な量が減るか、それ
とも減らないか）により定義され、非排
除性と非競合性の両方の性質をあわせ持
つ財は「純粋公共財」と呼ばれる。本稿
においては、集団的エンゲージメントの
成果を、少なくとも非排除性を持つ財と
して捉えているが、競合性に関しては、
後述するように、競合性を持つ場合と非
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や市長のリコールを求める住民投票（木
村邦博：2002）、真夏の節電、直接請求
のための署名活動（鈴木鉄忠：2013）な
どがある。

（９）… …強ナッシュ均衡（strong…Nash…equilibrium）
はAumann（1959）が導入した均衡概念
であり、複数のプレイヤーがいかなる
提携を組んで戦略の変更を企てたとして
も、提携したプレイヤー全員が得をする
ことができない状態として定義される。
なお、通常のナッシュ均衡は、自分以外
のすべてのプレイヤーの戦略を所与とし
たときに、いずれのプレイヤーも自分自
身の戦略のみを変更することによって得
をすることができない戦略の組み合わせ
として定義され、プレイヤー間の連携に
よる一切の逸脱を排除している点に違い
がある。
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ABSTRACT
The…paper…aims…to…examine…the…reason…why…companies…participate…in…the…SDGs…from…the…
perspective…of…virtue…ethics.…The…method…of…it…is…theoretical…research,…with…reference…to…
the…Aristotle’…discussion…on…the…intellectual…virtues…in…the…6th…vol.…of…Ethica Nicomachea,…
and…the…knowledge-creating…theory…based…on…phronesis…by…Prof.…I.…Nonaka…and…others.
　　First…chapter…shows…that…the…interest…of…it…is…in…the…management…norms…that…private…
companies…should…contribute…to…the…achievement…of…the…SDGs.…Second…chapter…confirms…
that…previous…studies…have…argued…that… the… interests…participating… in… the…SDGs…are… the…
expectations…of… civil… society… and…new…business…opportunities… for…private… companies.…
Third…Chapter…analyzes…the…characteristics…of…phronesis…through…literature…research…and…
forth…chapter…pursues…it’s…application…to…the…business…context.
　　The… conclusion… of… this… paper… is… that… private… companies… can… think… about… their…
actions…and…outcomes… from… the…perspective…of…phronesis…as… the…normative… source…of…
management…that…contributes…to…the…achievement…of…the…SDGs.

キーワード
持続可能な開発目標、徳倫理学、フロネーシス、経営の自律性、知識創造経営

できるのだろうか。
先行研究の多くがSDGsの達成に寄与する経

営（以下、SDGs経営と略する）について、企
業側の利点を語ってきた。１つに、この経営方
針を掲げることで消費者や株主から信頼を高
め、ブランドイメージの構築や商業的な信用に
つながるという。もう１つにアジアやアフリカ
に進出し、開発先進国の技術とビジネスモデル
を輸出することで新たな商機が生まれるともい

Ⅰ　関心の所在と議論の構成
国 際 連 合 は2015年 の 採 択 以 降、 民 間 セ

クターに持続可能な開発目標（Sustainable…
Development…Goals：…SDGs）の達成に向けた
協力を求めてきた。日本政府も「SDGs推進本
部」を設置し、地方自治体、NPO/NGOに加え、
民間企業への啓発活動を展開している。企業が
国際政治の要請に応じ、SDGsに取り組むこと
には、どのような経営上の意義を認めることが

経営する知徳としてのフロネーシス
―  持続可能な開発目標（SDGs）の達成に寄与する民間企業の倫理的思考  ―

On…Phronesis…as…an…Intellectual…Virtue…to…Management:…Ethical…Thinking…of…Private…Companies…that…
Cooperate…in…Achieving…the…Sustainable…Development…Goals…（SDGs）
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われてきた。
これらの言説に共通するのは、企業組織の

外部要因に依拠してSDGs経営の意義が論じら
れていることにある。株主や市民が企業を評価
し、消費者や取引先が商取引を交わしてはじめ
て名声や収益を得ることができる。その評価は
組織内部から生み出されるものではない。その
ため民間企業がSDGsに取り組む意義は、経営
環境への適応に求められてきた。

こうした言説はSDGs経営の意義を論じる確
固とした規範になりうるのだろうか。本論文で
は実践知・フロネーシス（phronesis：…practical…
wisdom）を導きの糸として、民間企業がSDGs
に取り組む経営上の意義を考察する（1）。

フロネーシスは、アリストテレスが講じた
思考の一形態である。彼は『ニコマコス倫理
学』で人間にとっての幸福を意味するエウダイ
モニア（eudaimonia：…happiness）を論じるさ
い、実践する知徳の働きが不可欠だと語る。と
はいえ古代ギリシャを生きた哲学者が現代の企
業経営のありようを展望してフロネーシスを論
じたのではない。だが2000年以降、野中郁次
郎らは、知識創造経営に不可欠な思考として賢
慮（フロネーシスの訳語の１つ）に注目しはじめ
ている（2）。

本論文は、知性の徳をめぐるアリストテレ
スの考察と、野中らによる賢慮重視の経営論３
編を参照しつつ、民間企業がSDGsに取り組む
意義を徳倫理の観点から検討する。そのねらい
は、SDGs経営の規範を経営環境の変化と新た
な市場性に求める従来の言説とは異なる、自律
的な経営の視座を提示することにある。本論文
では、SDGs経営の規範的源泉をフロネーシス
に求め、組織的な知徳の修得によるSDGs経営
論の新たなアプローチを検討する。

本論文では、次のように議論を進める。Ⅱ
章ではSDGsの概要を紹介するとともに、SDGs

経営の意義を論じた先行研究を整理する。Ⅲ章
では『ニコマコス倫理学』第６巻の「思考の徳
と正しい道理」をとりあげ、アリストテレスが
構想するフロネーシスの特徴を、他の思考形態
と比較しながら概観する。Ⅳ章では野中らが提
唱する賢慮重視型の知識創造経営論を紹介する
とともに、フロネーシスをSDGs経営に適用し
て民間企業が取り組む意義を考察する。Ⅴ章で
は、以上の論述を踏まえて結論を述べ、今後の
研究課題を検討する。

Ⅱ　�市民社会の期待と新たな商機――
SDGs達成への貢献を民間企業に促
す２つの言説

2019年５月に開かれた国連総会で、「我々の
世界を変革する――持続可能な開発のための
2030アジェンダ」が採択された（United…Nations…
2015）。194の国連加盟国が合意した、国際政
治のイニシアチブである（3）。この文書の冒頭
にはpeople、prosperity、planet、partnership、
peaceの総称として「５つのP」が掲げられ、
2030年までに17の目標を達成する意義とアプ
ローチが示された。

「2030アジェンダ」は71の議題（アジェン
ダ）から成り立っている。４番目のアジェンダ
には“No…one…will…be… left…behind”（だれひとり
取り残さない）という標語が掲げられた。この
フレーズが示唆するのは、開発による恩恵が地
球上で生活するすべての人びとにもたらされる
ことへの期待とともに、17目標の達成へ向け
て市民と組織に課される地球規模の責任でもあ
る。

60-71番目のアジェンダでは、SDGsの達成に
向けた実施体制が提起されている（4）。60番目に

「あらゆる資源の動員」が語られ、66番目では
「公共政策及び国内リソースの動員と有効な活
用」を「SDGsの達成を含む持続可能な開発に
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向けた我々の取組の中心に置」くと記された。
さらに67番目のアジェンダでは、資本市場と
民間企業への協力が次のように要請されてい
る。

　　…我々（国連：引用者注）は、小企業か
ら共同組合、多国籍企業までを包含す
る民間セクターの多様性を認める。我々
は、こうした民間セクターに対し、持
続可能な開発における課題解決のため
の創造性とイノベーションを発揮する
ことを求める。（略）ダイナミックかつ
十分に機能する民間セクターの活動を
促進する

このように「2030アジェンダ」は、加盟国
の拠出金に依存する従来型の開発援助とは異な
る設計思想を備える（5）。とりわけ国連が民間企
業に「課題解決のための創造性とイノベーショ
ンの発揮」への協力を求めていることは特筆に
値する。

従来、SDGsを対象とする研究は、国際政治
学や開発経済学を中心に進められてきた。たと
えば「2030アジェンダ」の提唱から採択にい
たる経緯や、17…目標の解説（蟹江編…2017；高
柳編…2018）、各国政府の啓発推進政策や民間企
業による取り組み事例の紹介（モニターデロイ
ト編…2018）などがある。またSDGsは地球規模
の持続可能な開発に向けて、啓発と広報を広範
に行う観点から入門書やガイドブックが刊行さ
れている。

本論文の関心は、市場経済で競争する民間
企業が「2030アジェンダ」に取り組む経営上
の規範にある。国際政治のイニシアチブに協力
する企業の経営にどのような意義を認めること
ができるのか。

こうした問いに先行研究では、２つの観点

が示唆されてきた。１つは市民社会の期待に応
える企業像に経営上の意義を認める観点であ
る。ステイクホルダーの要請に応じることで、
企業にはブランドイメージの構築や広報効果の
向上を期待できるという。そしてもう１つは、
潜在的な市場と需要を開拓し、新たな商機が生
まれるという観点である。開発途上国は今日に
おいてもなお社会インフラや産業構造が脆弱で
あり、先進国の技術移転やビジネスモデルの輸
出により巨大市場が顕在化すると期待されてき
た。

「SDGs達成のために様々な方策を考え、実
行することにより、企業は新たな事業成長の機
会を見出し、リスク全体を下げることができ
る」（UNGC.…et…al.…Eds.…2015,…pp.8-9）。こうし
た関心は、企業向けの啓発冊子に代弁される。
この冊子には「企業がSDGsを利用する理論的
根拠」という項目が設けられ、「将来のビジネ
スチャンスの見極め」、「企業の持続可能性に関
わる価値の増強」、「ステークホルダーとの関
係の強化」「新たな政策展開との歩調合せ（マ
マ）」、「社会と市場の安定化」、「共通言語の使
用と目的の共有」というキーワードで、SDGs
経営の意義が紹介されている。これらに共通す
るのは、経営環境との対話と企業による適応と
いう相互作用である。

日本の環境省（2018,…p.6）もまた、SDGs経
営を啓発する冊子を公表している。このなかで

「企業イメージの向上」、「社会課題への対応」、
「生存戦略になる」、「新たな事業機会の創出」
が「SDGs…の活用によって期待できる４つのポ
イント」であると説明している。

一連の信ぴょう性は、計量的な調査手法
により補強されてきた。たとえばプライス・
ウォーターハウス・クーパースは、独自に実施
したアンケートの集計結果を公表する（PwC…
2015）。その調査によると、企業がSDGsに取り
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ホワイト・ウォッシュ（white-wash）とは「ご
まかし、取り繕い、粉飾」を意味する慣用句で
ある。社会貢献の実績を水増しして公表する半
面、子会社で起きた不正を隠蔽したり、会計
上の粉飾をごまかしたりして外部に報告する。
企業監視を目的とするNGOは、こうした組織
的な隠ぺい工作をwhite-washと呼んで非難して
きた。同様にブルー・ウォッシュ（blue-wash）
は青色の国連旗を隠れ蓑とした、企業のごまか
しや隠ぺいを意味する。国連の活動に支援する
と表面的には広報しつつ、組織内部の不正を隠
すさまをそのように呼ぶことがある。

SDGs-washは、この延長線上にある造語で
ある。ステイクホルダーの評価や良好な実績報
告に過剰反応する企業経営に対する懸念はすで
に指摘されてきた（モニターデロイト編…2018,…
pp.170-172；電通編2018；オルタナ編　2019）。

本論文の関心はハートマンが指摘するもう
１つの問題提起により近い。彼は「競争におけ
る成功への最良の道だからということを理由に
して企業は自らのステイクホルダーを厚遇すべ
きだ」とナイーブに語る経営観を批評する。彼
の指摘から、事業収益の手段として株主、消費
者、従業員、地域社会をあつかう経営方針がそ
もそも倫理に反するという問題意識を読み取る
ことができる。

しかしながら名声や収益を追求し、それら
を獲得する企業は、経営上の「成功」を意味す
るようにも思われる。ステイクホルダーを競争
優位の手段とみなす経営観は、つねに「非倫理
的」なのだろうか。

先行研究に照らせば、SDGs経営は、CSR戦
略論の延長線上に位置づけられてきた。多く
の言説で、SDGsにいち早く取り組む企業は競
争優位に立つことができると述べられている。
ただし、こうした思考はもろ刃の剣である。な
ぜなら戦略にかなわないCSRに企業が取り組む

組むことが大切だと市民は考え、すでに海外
企業も計画立案に着手しているという。また、
デロイト・トーマツ・コンサルティング合同会
社…編（2017）は、各種の統計に依拠して潜在
的な需要と市場規模を17…SDGsごとに試算し
ている。同社の推計によると、もっとも高い
収益が見込まれるのは「目標７　エネルギー」
事業の803兆円であり、最小規模の「目標４　
教育」にも71兆円の市場が潜在すると展望し
ている。

さらにビジネス＆持続可能開発委員会（2017,…
pp.5-6）は、独自の調査結果を多言語化した
ウェブサイトを掲載し、そのなかで報告書を公
表している。「グローバル目標とビジネスチャ
ンスが連動する60の領域」と題する資料には、
2030年までに食糧、都市、エネルギー、健康
の４領域だけで年間最高12兆ドル相当の巨大
市場が開かれることを予測する。

これらの報告書や統計分析は、SDGs経営が
「新しい機会と大きな効率向上をもたらす」こ
とを予期させる。そして計量的調査に依拠して
つくられたグラフや図が、講演、出版、ウェブ
サイトで言及されるごとに、SDGs経営に取り
組む意義は説得力を強める（6）。

これらの経営観には次のような共通点があ
る。それはSDGs経営の意義を経営環境への適
応という、企業組織に外在する要因に依拠する
規範性である。

しかし、ハートマンは徳倫理の観点から、
評判、名声、利益といった組織外在的な要因か
ら経営の理想を語る落とし穴を指摘している。
彼は現代企業の経営観について、２つの問題を
提起する（Hartman…2013,…p.373）。

１つ目に、彼は組織内部で生じる不正を隠
蔽する企業に目を向け、「（略）会社の多くは、
非倫理的であることで成功を収めている」経営
を非難する。
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２つの種類があり、それを人がらの徳と思考
の徳に区別する。このうち本章で注目するの
は、同書６巻に所収の「思考の徳と正しい道
理」である。彼は優れた思考を技術知・テク
ネー（techne：…technical… skill）、学知・エピス
テーメー（episteme：…knowlege）、フロネー
シス、知恵・ソピアー（sphia：…wisdom）、直
知・ヌース（nous：…intuition）の５つに分類
し、それぞれの特徴と相互の関係を説明する…

（1139b20）（7）。
アリストテレスの思想体系に関する研究成

果はすでに多数上梓されている。本論文はそ
の屋上に屋を架すものではない。次章以降で
SDGs経営の規範的源泉、つまり、民間企業が
SDGsに取り組む経営上の意義を検討する予備
的考察として、彼が講じたフロネーシスの性質
や役割を概観する。

Ⅲ−２　�エピステーメーとの対比――他の仕
方ではありえない諸原理を持つもの
としての知識

アリストテレスはまず、人間の思考を知
識的な部分と理知的な部分に分けている。前
者、知識に相当するのがエピステーメーであ
り、「他の仕方ではありえない諸原理をもつも
の」という性質を見出だしている（1139a10）…

（1139b30）。後者の理知的な部分は「他の仕方
でありうるもの」を許容する思考であり、テク
ネーやフロネーシスがこれにあたる（1140ａ）。
フロネーシスはエピステーメーとともに思考の
働きの一部であるが、双方には対照的な関係が
ある。次章以降の考察にとって重要な意味を持
つため、その違いを対比させ、いくらか詳しく
描写する。

エピステーメーには学、学問、学知、学問
的知識といった訳語が与えられてきた。ただ
し、専門書に記された学問的な知識、あるい

論拠は失われるためである。自社のブランドイ
メージに合致せず、新たな商機を見いだせない
SDGsに民間企業が取り組む意義を見出すこと
はできなくなるのではないだろうか。このよう
な思考が働くのは、民間企業がSDGsに取り組
む理由を、経営環境に全面的に依拠するためで
ある。

本論文では、SDGs経営の意義をフロネーシ
スと呼ばれる知徳に求めたい。フロネーシスは
アリストテレスが論じた、優れた思考の一形態
である。特定の行為（praxis：…practice）を指
令する思考と考えられ、日本語では知慮、深
慮、賢慮、思慮深さ、考え深さ、そして実践知
といった訳語が与えられてきた。

アリストテレスは現代の経営について語っ
ているわけではない。彼の思索が、SDGs経営
の規範的源泉を検討するうえで示唆に富んでい
る。なお本論文では、彼が構想したフロネーシ
スの独自性を尊重する企図から、実践知などの
訳語に置き換えずにカタカナのまま表記する。

…

Ⅲ　知徳としてのフロネーシス
Ⅲ−１　６巻「思考の徳と正しい道理」の構成

アリストテレスが『ニコマコス倫理学』で
論じるのは、人間にとっての幸福な状態（エウ
ダイモニア）である。彼は人びとが経験を重
ね、内省を繰り返すことで後天的に優れた性質
を身に着けることを論じている。習い性になっ
た習慣のうち、優れた性質をアレテー（arete：…
virtue）といい、「徳」や「美徳」と訳されてきた。

彼は人間だけではなく、動物、器官、職業
にも徳が備わると考えた。たとえば馬や目、竪
琴奏者や建築技士の徳を語っている。ただし同
書の主眼はつねに人間にとっての幸福に向けら
れ、徳倫理は人間に備わる優れた性質を表すも
のと考えられている。

アリストテレスは人間の徳に大きく分けて
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は賢者や有識者による講演内容にのみエピス
テーメーが含まれているのではない。エピス
テーメーは多くの人びとが日常的に働かせうる
思考の一形態である。

新たな知識を得るためには、その前提とな
る知識が不可欠である。エピステーメーが「他
の仕方ではありえない諸原理をもつ」のは、そ
の内容がすでに論証され、それゆえ論拠（ロゴ
ス）が伴うためである（1140a30）。エピステー
メーは思考の前提となる知識であるが、単純な
記憶や深い信念とは異なる。個人の主観に帰属
するものではなく、事象や対象をつかさどる原
理が存在すると考えられているためである。そ
の原理を理解するかぎりにおいて、経験世界に
適用して新たな知を獲得できる。アリストテレ
スはエピステーメーの働きを「存在するものの
うち、ほかの在りかたを許容しない［必然的な］

（原文ママ）原理に従っているときにわれわれ
が考察するときにはたらかせている部分」と説
明する（1139b20）。

また、エピステーメーが「他の仕方ではあ
りえない諸原理をもつ」のは、「論証にかかわ
る状態」を備えるためである（1139a30）。ア
リストテレスは経験と観察の積み重ねによって
思考の徳を習得できると考えた。彼は「他の仕
方ではありえない諸原理」を見抜く思考をヌー
スと呼び、エピステーメーとは区別する。ヌー
スの働きによってはじめて必然性と永続性を備
える原理を人間は知ることができるのだという

（1139b20）。
渡辺・立花（2016…p.27注）は、エピステー

メーの解説として「数学的対象や自然的対象が
そのような事柄であった」との注釈を付してい
る。数学の定理や物理法則と同じくらい、普遍
性を追究する経営学の知識、とりわけSDGs経
営をめぐる言説において「他の仕方ではありえ
ない諸原理をもつ」ものとは何か。

企業がSDGsに取り組む経営上の意義を経営
環境への適用に依拠する言説の多くが、エピス
テーメー的思考を備えていると筆者は考える。
市民社会の期待に応え、新たな商機を生むとい
う言説は、「他の仕方ではありえない諸原理」
として産業界や学術界では受容されはじめてい
る。さきほど紹介した企業向けの啓発冊子に
は「企業の持続可能性のための理論的根拠はす
でに十分に確立されている」という表現がある

（UNGC.…et…al.…Eds.…2015,…pp.8-９）。
統計的手法を駆使する試算や調査報告もま

た、その原理を所与とする一例である。もちろ
んSDGs経営論を支持する言説の規範性と、数
学の公理や物理法則とを同一平面状で語ること
には多くの異論があるだろう。しかし一連の
SDGs経営論は、アリストテレスが構想したエ
ピステーメーの性質を帯びるとともに「民間企
業がSDGsに取り組む経営ことは今日、自明で
あり、必然的である」というメッセージは、経
営上の規範として通用してきたように思われる
のである。

アリストテレスはエピステーメーに熟達
し、とくに優れた思考をソピアーと呼んだ

（1141a10）。ソピアーを習得するには、長年の
経験と観察にもとづく省察が不可欠である。し
かしこれらの要素は必要条件であり、ソピアー
を身に着ける十分条件ではない。ソピアーが卓
越した思考である理由は、エピステーメーを全
体として統合させることにある。ソピアーは経
験世界の真理を深く把握し、対象を正確に観
るための観想・テオレイン（theorein；theory）
に不可欠な思考である。言い換えると、エピス
テーメーとその熟達した状態を指すソピアー
は、ともに「観ること」に徹し、思考を行為に
移すフロネーシスとは対極に位置している。
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にある。
テクネーの目的は制作にともなう作業の外

部に設定される。テクネーとフロネーシスはと
もに頭を働かせ身体を動かす点ではよく似てい
る。しかしアリストテレスが双方に区別を設け
るのは、目的がその思考に内在するか、外部に
設定されているかにある。テクネーは「作業」
するための思考であるのに対し、フロネーシス
は「行為」するための思考だといえば、両者の
違いを際立たせることができるかもしれない。
アリストテレスは、目的の所在とその位置づけ
に思考の決定的な違いを認める。

SDGs経営におけるテクネーとは、17つの目
標達成に寄与するしくみや仕掛けを制作する作
業のための思考にあたる。先行研究が紹介する
実践事例の多くは、SDGsに合致する商品企画
や新たな生産流通の手法である。企業が支援す
る慈善事業や社会貢献なども含まれる。ただし
これらのテクネーには、SDGsの達成に協力す
るための製作（生産）である半面で、SDGsに
取り組む経営の目的が内在する思考ではない。
そのため過去や現在のSDGsの事例をひも解い
たとしても、民間企業がSDGsに取り組む経営
上の意義をテクネーから導き出すことはできな
いと筆者は考える。

Ⅲ−４　�フロネーシス――正しい欲求と優れた
知性を統合し、最善の行為を命じる思
考

アリストテレスはフロネーシスの働きを「何
をなすべきであり、何をなすべきでないのかを
指令すること」だと説明する（1143a10）。し
ばしばフロネーシスに「実践知」という訳語が
あてられる。エピステーメーやソピアーによる
など観想とは対照的に、思考の結果を特定の行
為へと指令する役割を備えるためである。

ただし為すべき行いは、必然的に決まって

Ⅲ−３　�テクネーとの対比：他に目的を備え
る製作のための思考

アリストテレスが「他の仕方を許容する原理
をもつことがら」と分類する思考の形態には、
フロネーシスとテクネーが含まれる（1140a）。
テクネーは、ものごとを製作するさいに働きか
ける技術的な思考である。制作の構想から材料
や道具を選び出し、また製作手順を定める思考
には、唯一の原理は存在しないと彼は考えた。
状況に応じ、最善の選択ができるように、テ
クネーは「他の仕方でありうる諸原理を持つ」

（1139a10）という。
エピステーメーは「すでに論証された知識」

であるのとは対照的に、テクネーには「論証さ
れない」性質が備わる。これも同じ理由による。
人びとは製作するために臨機応変に作業する。
製作するための思考は、普遍的な知識を得るこ
とを目指してはいない。状況に応じ最適な判断
下し、それを行うために働かせる思考である。

能動的に行為するという点で、テクネーは
フロネーシスに似ているものの、アリストテレ
スは区別する。双方が異なるのは、目的の所在
が異なる思考だからである（1140b30）。

テクネーは製作作業で働かせる思考である
が、制作そのものを目指す思考ではない。調理
技術と料理との関係を例示に挙げて説明しよ
う。料理をつくるさいには調理技術に関する
さまざまな思考を働かせる。メニューの選定、
食材選び、下ごしらえ、調理方法、そして調理
作業を経て、盛り付けなどがそれにあたる。た
だし料理をこしらえる（制作する）目的は、自
らが食べるため、あるいは家族や客にふるまう
ためである。ほかにも栄養を摂る、ブログや品
評会で高い評価を受けるなどいくつもの目的を
設定することはできる。ここで注目すべきなの
は、調理に関するテクネーは、調理とは異なる
目的をもってその作業を進める思考だという点
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「欲求に則した知性」「思考の則した欲求」
という着想は、思考と人がらとの結びつきが優
れた実践の源泉にあることを示す。優れた性格
を身に着けた人物だからこそ中庸を当てること
ができ、中庸に適う欲求に従って、ヌースが直
観的に原理を見抜く。この２つの要素――優れ
た性格とヌース――を統合し、具体的状況で
善い行為を自らに指令する役割がフロネーシ
スであり、そうして実践されるのが善い行為

（eupraxia：…good…practice）だと彼は描写する
（1139ｂ;…1143a30）。

ただし、フロネーシス自体にあらかじめ善
さが含まれることはない。アリストテレスによ
れば善い行為が可能となるのは、優れた知覚、
欲求、性格が備わる場合に限られる。そしては
それらを統合し、特定の行為を起こすように自
らに指令する思考の働きがフロネーシスである
ことは重ねて確認しておきたい。

　　…（略）　われわれがある事柄について「思
慮ある人々」と呼ぶのは、その人々が技
術の関わらない領域において、何らか
の立派な目的のために理知的によく考
える場合である、という事実である。し
たがって、「よく生きること」の全体に
わたる場面でも、「熟

プ ー レ ウ テ ィ コ ス

慮する人」（ママ）
こそ、「思

プ ロ ニ モ ス

慮ある人」（ママ）ということ
になるだろう。（1140a20）

アリストテレスは、ペリクレスやフェイ
ディアスなど当時の有力人物の言動や事績を枚
挙し、徳を例示する。しかし彼は、同書を通じ
て徳に関する汎用的な原理や基準を提示するこ
とはなかった。彼は「然るべき人に然るべき
時に、然るべきように」という表現で中庸を
語り、その論証を避けている（9）。こうした叙述
は、フロネーシスが他の仕方でもありうる原理

いるのでない。状況や文脈によって変わり、臨
機応変さが求められる。そうだとしても、数あ
る選択肢から最善を導くためには規範的な思考
が不可欠である。その思考を担うのがフロネー
シスだとアリストテレスは考えた。

フロネーシスは他の仕方でありうることに
加え、論証を伴わない。この点がエピステー
メーとの大きな違いである。優れた行為を指令
する原理は唯一のかたちで存在するのではな
く、状況に応じて選択されるためである。多岐
にわたる選択肢を見つけだし、そのなかから最
も優れた行為を自らに命じる思考こそ、実践に
とって優れた思考なのである。

アリストテレスは人間の魂が知覚、直知、
欲求によって支配され、このうち行為の起
源・アルケー（arkhe：…origin）は、知性と欲求
だと述べている（1139a20）。ヌースは直観的
に原理を見抜く思考であることをすでに述べ
た。他方、人間の欲求が備わるのは思考ではな
く、性格である。何を欲するのかは、人間が習
得した性格に大きく左右される。欲求が性格を
支配するのではなく、性格によって欲求が生み
出されるのである。

アリストテレスは、後天的に習得される性
格が優れている状態を性格の徳（ethike…arete：…
character…virtue）と呼び、徳ある人物は、バラ
ンスのとれた状態を意味する中庸（mesotes：…
golden…mean）を当てることができると考えた

（1106b30）。他方、彼は偏りのある性格を悪徳
とみなし、忌避すべきとも述べている（8）。

しかし中庸を数度、言い当てるだけでは、
有徳な人物とは認められない。徳は後天的に習
得され、長年の経験と内省を経て人がらを形成
する性質である。そのため状況や立場を問わ
ず、中庸に適う言動を取ることのできる人物
を、アリストテレスは性格の徳を備えた人物と
評する。
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を検討する。その整理にもとづいて、民間企業
がSDGs経営に寄与する経営上の意義を自律的
に導出するためにはフロネーシスの修得が不可
欠であることを提起する。

Ⅳ−２　経営戦略論への適用
野中・遠山（2005）は、実業界に強い影響

を与えてきた経営戦略論の系譜をたどる。従
来の議論は、新古典派経学の均衡理論によっ
て、ポジショニング学派と資源ベース理論派の
二大潮流が形成されてきた。野中・遠山はその
いずれもが科学的知識を重んじ、結果として

「人間が主体的に参画する組織的知識創造の論
理と実践」を軽視してきた産業界、あるいは学
術界の現状に警鐘を鳴らす。

野中・遠山が注目するのは、暗黙知として
の賢慮である。賢慮は新たな実践を生み出す創
造的思考であり、既成の理論を場面に適用する
形式知とは対照的な働きをする。野中・遠山は
また、賢慮に組織全体の善を追求する役割があ
ることを強調する。「フロネシス（原文ママ、
以下同じ）としての戦略は、何よりその組織独
自の「善」という絶対価値を個別具体の状況の
中で追求するという実践のなかから生まれる。
その場その場で個別の行為の適切性をより大き
なマクロの最高善に向って「よき実践」とする
フロネシスは、企業を単なる利益追求の手段で
はなく「生きかた」という価値（普遍）と現実

（個別）の追求を両立させる理想主義的プラグ
マティズムを体現する知」であると述べている

（野中・遠山2005,…p.101-102）。
野中・遠山が提唱する賢慮重視の経営戦略

は、経営者のみが習得する知徳ではない。組織
行動に反映されたときにその戦略が結実する。
そのことが次のように述べてられている。「賢
慮とは経営トップの身に備わっているもので
も、経営トップにとってのみ必要なものでもな

にもとづき、論証を伴わないと論じた彼の主張
に合致する。また、複数の選択肢から最善を探
求する思考には、唯一の正解のない問いに批評
と自省を重ねて正しい実践のありかたを探究す
る性質が伴うと考えられるのである。

Ⅳ　�賢慮を重視する知識創造が示唆す
るSDGs経営の意義

Ⅳ−１　３編の共有する関心
2000年以降、野中郁次郎らは、賢慮を経営

に適用するアイディアを提唱してきた。知識創
造の過程を図示する「SECIモデル」を発展させ、
暗黙知として賢慮に着目する経営論である。

野中らによると従来の経営学は、科学的手
法により「客観性」を重視する形式知を追究し
てきた。対照的に賢慮とは、主観を重んじる

「アート」であり、優れた経営にとり不可欠な
知性であるという。野中らは、これからの経営
者に期待する能力を６つに区分し、その優れた
形態に賢慮を認める。会社と社会にとっての善
悪を判断する基準と能力、文脈の共有と共感の
場を形成する能力、本質への洞察力、特殊と普
遍を往還する能力、善を実現する政治力、そし
て賢慮を組織内で育成・配分する能力が、賢慮
重視の知識創造経営を実践するカギを握る能力
であるという。

野中らは３編の論考を通じ、賢慮型知識創
造の役割を経営戦略、イノベーション、リー
ダーシップの観点から考察している。国内外
で実績が認められてきた複数の経営者を取材
し、重い決断を下した経験談を例示する。そし
て、企業組織に賢慮の思考を反映させる経営観
が、長期の経済不況と産業イノベーションの低
迷に苦しむ日本経済再生の糸口となることを展
望する。

本章では野中らが提唱する３編の経営論を
参照し、企業組織に賢慮を適用するアプローチ
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てきた。多くのSDGs経営論が、経営戦略論の
延長線に立ち、一般理論を現場の実務に適用す
るエピステーメーにもとづいて、民間企業が取
り組むべき意義が説かれている。しかし雑誌書
籍が語る取り組み事例や各種の統計資料は、
それがどれほど事実を忠実に表現するとして
も、そこから必然的に経営規範を導き出すこと
はできないと筆者は考える。なぜなら既存の言
説の基本的な着想は、才能・デイノテースに由
来しているためである。

すでに確認したとおり、エピステーメーは
「他の仕方ではありえない諸原理をもつもの」
であり、「すでに論証され、それゆえ論拠が伴
う」知識である。経営環境への適応を謳う言説
は、民間企業がSDGsに取り組む意義を「すで
に論証され、それゆえ根拠が伴う」と信じてい
るようにみえる。と同時に、民間企業が国際
政治のイニシアチブに協力する経営上の意義
を、個々の組織で思考する機会が失われてきた
のではないだろうか。

フロネーシスは最善を選び、行為に移すよ
うに指令する思考である。エピステーメー、テ
クネー、あるいはヌースなど他の知性との大き
な違いは、行為する意義を状況に応じて全体的
な善に結び付ける知の働きにある。企業組織
を自律的に善導する組織的な思考とは、フロ
ネーシスという経営の知徳であると筆者は考え
る。

Ⅳ−３　イノベーション論への適用
野中・紺野（2007）は、産業イノベーショ

ンの促進に向けて賢慮重視の知識創造論に期待
を寄せる。国内外の経営事例をもとに、仮説推
論にもとづく「実践的三段論法」を検討する。
６つの優れた経営能力に実践的推論を組み合わ
せることで、賢慮がイノベーションの源泉とな
りうることを指摘する。

い。むしろ、さまざまな組織成員が賢慮を発揮
できる分散型リーダーシップによって実践され
るとき、戦略としての意味を成す」（野中・遠
山2005,…p.94）。

以上の考察から、賢慮を重んじる知識創造
が、上意下達の組織形態を目指すものではない
ことが分かる。「賢慮の分配」と野中・遠山が
述べるように、組織的な賢慮とは、構成員が
優れた思考を働かせることのできる権限委譲
と、熟慮にもとづく判断を行動に反映させた
組織づくりによって実現される（野中・遠山
2005,…p.102）。

アリストテレスは「設定された目標に寄与
する事柄を行ない、その目標を達成するよう
な能力」を才能・デイノテース（deinotes：…
cleverness）と呼んだ（1144a20）。デイノテー
スは特定の行為をするように人間に働きかける
能力という点でフロネーシスに似ている。しか
し彼が双方を区別するのは、行為の目的にあ
る。フロネーシスには優れた性質を表す徳が伴
うのに対し、デイノテースには目標を達成する
意義や価値をあらかじめ問うことがない。行為
の邪悪さが伴うデイノテースを、アリストテレ
スは狡猾や怜悧・パヌールギアー（panourgia：…
unscrupulousness）と呼んでいる。

また、アリストテレスはフロネーシスを「善
きもの、利益になるものについて、適切に熟慮
する能力のあること」だと描写する（1140a20）。
たとえば、身体的な善さとしての健康、社会が
認める善さとしての名誉、経済的な善さとして
の財貨などそれぞれ価値の性質は異なる。だが
フロネーシスは特定の利益のために働きかける
思考ではなく、人生の総体という観点から行為
を善導する思考を表す。

SDGs経営に取り組む意義を経営環境の要請
への応答に求める着想は、2015年の「2030ア
ジェンダ」の採択以降、様々な議論を下支えし
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往還する自省にあると彼らは考える。
「2030アジェンダ」で国連が民間企業に期

待してきたのは「あらゆる資源の動員」と「課
題解決のための創造性とイノベーションの発
揮」である。このことは冒頭で説明したとおり
である。野中・紺野の論考に照らせば、SDGs
の実現に向けてイノベーションを起こす知の源
泉は、エピステーメーやテクネーではなく、フ
ロネーシスである。

SDGs経営が、それに取り組む企業のブラン
ドイメージをよいものとし、新たな商機につな
がる。こうした思考は、テクネーに親和的であ
る。しかし、ブランドイメージと商機が行為に
経営実践の目的をおくならば、その目的をより
よく適える他の手段を採用することで、民間企
業がSDGs経営に取り組む意義はそのとき失わ
れる。

Ⅳ−４　リーダーシップ論への適用
野中・竹内（2011）は、前掲２編の集大成

にあたる。この論考で検討していることは、経
営者がリーダーシップを発揮するための賢慮で
ある。はじめに野中・竹内は、共通の目標に向
かい組織を統率するリーダーシップが、近年の
経営者に欠如していることを指摘する。おしな
べて企業不正の原因と責任は、現場の従業員
に向けられがちである。しかし野中・竹内は、
個々の従業員のごまかしや組織的な不正を誘発
する要因をリーダーの資質に見定める。

知識創造経営が組織に受容されにくい１つ
の要因は、経営者が正しい知識を習得する努力
を欠いていることだと野中・竹中は指摘する。
その結果、経営管理に関する正しい知識を現場
に行き渡りにくい。とりわけ計量的なデータに
依拠した理論優先の思考に強く依存する傾向
が、形式知への過度の信頼を助長する。その半
面で、経営環境の変化に適切に対応するための

野中・紺野によれば、賢慮は暗黙知と形式
知を相互に往復する弁証法を通じて獲得される
という。ここでの弁証法とは、正、反、合を繰
り返す知の対立ではなく、また段階的な論証と
も異なる。彼らは「実践的推論は、本来の目
的、ビジョンを具現化するためのアクションと
アブダクションを併せ持つ現実的弁証法」だと
述べ、弁証法が仮説形成推論（アブダクション）
を喚起することに期待する。

野中・紺野が提唱するのは、衡平の感覚を
習得し、実践と推論を往還する弁証法を企業
組織が取り入れる経営環境づくりである（ibid,…
p.16）。彼らは、日常的に仮説を生み出す思考
を組織内に広め、経験世界で複数の代替案を提
起する思考を弁証法と呼んでいる。内省的な対
話を可能にする弁証法を組織的な思考に組み込
むことで、野中・紺野はイノベーションを引き
起こしやすい経営環境が生み出されると展望す
る。

野中・紺野はまた、弁証法の役割を自らが
提唱する「SECIモデル」として図式化し、共
同、表出、連結、内面を経て組織に統合される
暗黙知と形式知の循環プロセスを検討する。弁
証法には動態的思考と綜合的思考（ママ）を循
環させながら、新たな知識を創造するプロセス
が備わる。野中・紺野は「フロネシスを目指し
て人間の力を再発見し、時代の要請にこたえた
イノベーションを創発」する経営環境を整える
リーダーの資質こそが賢慮であると述べている

（ibid,…p.67）。
野中・紺野の独自性は、仮説形成推論を可

能にする組織づくりに経営者の賢慮を見出だ
す点にある。イノベーションは、「他の仕方の
ありようのない原理」を備えるエピステーメー
や、「他に目的を定める」テクネーによって生
み出されるものではない。産業イノベーション
の可能性を高める思考は、実践と思考を相互に
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検討してきた。SDGs経営に関する雑誌や書籍
には、市民社会の期待への応答説あるいは、潜
在的な市場開拓と新たな商機説が異口同音に叙
述される。それを「すでに論証され、それゆえ
論拠（ロゴス）が伴う」知識、つまりエピステー
メーとして受け止めるならば、SDGs経営の意
義は企業組織の外部の他者が語ることになる。
またテクネーとして理解するならば、SDGsの
意義をそもそも問う余地はない。テクネーは、
国連や政府の定める数値目標の達成に向け、そ
れを実現するための仕組みや計画を整える製作
知として働くことだろう。

既存の言説が講じるSDGs経営の意義は、企
業が組織的な思考を駆使して自律的に導き出し
た理由とは異なる。企業が市場経済で競争し、
ステイクホルダーの評価に強い影響を受けるこ
とは改めて提起するまでもない。事実として認
識されている。けれども伝聞や試算に裏打ちさ
れた規範は、経営の自律性を歪めることになり
はしないだろうか。民間企業がSDGsに自発的
に取り組む経営の規範は、フロネーシスを習得
し、組織的な思考を働かせることによって導く
ことができると筆者は考える。

Ⅴ　結論と今後の研究課題
本論文では、国際政治のイニシアチブであ

るSDGsの達成に、民間企業が寄与する経営上
の意義を研究対象とした。先行研究は、市民社
会の期待と新たな商機をその主な理由に掲げて
きた。ただしこれらの理由は、SDGsに取り組
む企業組織が導き出した帰結ではなく、組織に
外在する要因を結び付けて、企業が取り組むべ
きだという規範にもとづいている。そのため社
会的な名声や潜在的需要に代表される誘因が薄
れるほど、企業が能動的に取り組む動機もまた
失われることが危惧される。

本論文ではアリストテレスが講じる思考の

暗黙知が軽視されることを野中・竹内は懸念す
る。

野中・竹内は、リーダーシップに不可欠の
資質として、企業の存在意義を語り、企業組織
の共通善を導き出す能力を挙げる。著名な経営
者の言動を引きながら、６つの経営能力に代表
される賢慮を開花させる手法を検討する。

野中・竹内は、一朝一夕に賢慮を習得でき
るものではないことを語り、経験による習慣づ
けの重要性を強調する。哲学者、職人、理想主
義者、政治家、小説家、教師が備える特性を簡
潔に整理したうえで、６つの賢慮とともに、理
想的な経営者像を提示する。

　　…現実を直視し、状況の本質をつかみ、
それがもっと大きな文脈とどうかかわ
るのかを思いめぐらして、共通善を実
現するために何をしなければならない
のかをその時その場ですぐに判断する
のである。CEOは、理想主義的な実用
主義者にならなければならない。だか
らこそ、知識と実践知の両方を常に追
い求めなければならないのである。（野
中・竹内　2011,…p.24）

アリストテレスが観察と経験を重視したこ
とはよく知られる。徳の習得には長期にわたる
熟達を要するため、経験の浅い若者が倫理を学
ぶのは時期尚早とも考えた。同時に彼は、経験
を優先して徳を語ることはしなかった。つま
り、人間が徳を習得するのに経験は不可欠であ
るが、実務経験の長さが優れた性質の証である
とは考えなかった。徳は優れた性格と優れた知
性によって形成されるためである（1144a10；
1144b30：1145a）。

本論文では、民間企業がSDGsに取り組む意
義について、フロネーシスを重視する観点から
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ながら著名な経営者たちの言動にもとづくエピ
ソードや事例は、その例示の取り上げかたに
よって評価の振れ幅は大きいように思われる。
今後の課題の１つとして、正確な描写の難しい
フロネーシスのありようを、学術的な検証に耐
えるエピステーメーの手法で描写することを挙
げておきたい。

正確な知識を獲得するためには、エピス
テーメーは不可欠な知性である。ただしこの思
考の働きは、人間に備わる優れた知性の一部を
言い当てているにとどまる。経営倫理の研究と
実践を通じ、フロネーシスという知徳に企業経
営の文脈で広く深い関心が寄せられることに期
待を寄せつつ、拙稿の筆をおくことにしたい。

注
（１）… …アリストテレスの術語として古代ギリ

シャ語と英語をカッコ内に併記する。以
下同じ。

（２）… …野中らは、フロネシス（ママ）と賢慮と
いう２種の表現を用いている。本論文で
はアリストテレスが論じたフロネーシス
概念との混同を避けるため、野中らの論
考によるフロネシスを「賢慮」と統一し
て表記する。

（３）… …以下、「2030アジェンダ」と略記する。
（４）… …SDGsは貧困問題の解決や気候変動、自

然環境の保護など持続可能な開発を達成
する内容に関する目標を表す。ただし17
番目「パートナーシップ」だけはその他
の目標を実現するための実施体制とアプ
ローチを表す。

（５）… …「2030アジェンダ」が民間セクターに協
力を求める背景には、加盟国政府が調達
できる開発資金を上回る目標設がある

（浜名…2017,…pp.20-23,…33）。持続可能な

働きに着目し、SDGs経営の規範的源泉につい
て検討した。そして従来の議論の多くがエピス
テーメー、あるいはテクネーにもとづいて企業
がSDGsに取り組むべき理由が論じてきたこと
を指摘した。対照的に本論文では、2000年代
以降、野中らが提唱してきた賢慮重視の知識創
造経営論を参照しながら、企業がフロネーシス
を習得することで、SDGs経営に取り組む意義
を自律的に善導する思考について検討した。

本論文の結論は、民間企業が経営する知徳
としてのフロネーシスを組織的に習得すること
で、「2030アジェンダ」の理念を能動的に事業活
動に反映できることにある。そのためには、企
業が共通善を見つけ出し、正しい欲求とヌース
の働きを統合するプロセスを経て、優れた行為
を指令する組織的な思考が不可欠である。

とはいえ本論文もまたSDGs経営の規範を講
じるエピステーメーを超え出るものではない。
しかしSDGs経営の規範的源泉をエピステー
メーからフロネーシスに転換する必要性を提言
したことは本論文の経営倫理学研究における貢
献であると自負する。上述した結論は、経営環
境の変化や新たな市場性への対応を謳いつづけ
る従来型の言説から一線を画すとともに、グ
ローバル経済下において人びとの生活に強い影
響を及ぼす企業が、社会正義の実現に取り組む
経営上の意義を検討するさい、思考の前提を根
本から見直す必要性を示すものである。

今後の研究課題として次のような論点を挙
げておきたい。「然るべき人物が、然るべき時
に、然るべきように」と表現するアリストテレ
スの徳倫理、とりわけ状況に応じて最善を実
践するフロネーシスの姿は明瞭とはいえない。
野中らの論考、あるいは…T.ピーターズと…R．…
ウォーターマンによる『エクセレント・カン
パニー』では、個別具体的な事例をひも解き、
経営の卓越性を描き出すことを試みた。しかし
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ABSTRACT
This…paper…examines… the…grounds…of…executive…compensation… regulation.…The…growing…
gap…in…pay…between…CEOs…and…ordinary…workers…has…been…the…subject…of…much…debate…
and…has… led…policymakers… to… review…and… strengthen… regulations… such… as… pay… ratio…
disclosure…and…surcharge.…However,…concerns…about…regulations…have…attracted…attention…
partly…because…of…a… lack…of… specific…objective…and… little… in… the…way…of… the… legislative…
history…of… the… regulations.…This…paper…describes…and…discusses…some…potential…grounds…
that… can…explain…why… these… regulations…be… suitable.…Specifically,… the…harm…principle,…
the…offence…principle…and…legal…moralism…are…examined.…While…the…harm…principle…still…
works,…the…offence…principle…and…legal…moralism…are…not…flawless.

キーワード
役員報酬規制、危害原理、不快原理、リーガルモラリズム

らない。また、これは恣意的な規制を防ぎ、そ
の目的と方法が合致することを要求する。

これに加え、規制をかけるときには、他の
手段ではその規制の目的とする事柄を達成でき
ないことが求められる。問題が市場や利害関係
者間で解決可能なものであれば、あえて政府が
規制する必要はない。また、ソフトローによっ
て十分に対応可能な場合に、あえて法規制を課
すことに合理性を見出すことは難しい。

さらに、ある規制が必要最小限と考えられ
る場合、またその規制が唯一の手段と考えられ
る場合においても、規制にかけるコストが得ら

１．はじめに
本稿では、役員報酬規制の根拠原理につい

て検討する。ここで根拠原理の検討とは、役員
報酬をどの程度規制してよいかの問いと表現で
きる。

通常、役員報酬規制に限らず、経済活動に
対する規制は、いくつかの考え方が前提とされ
ている。まず、一般に経済活動は、法人を含む

「人」の間でなされる行為であり、契約の自由
の範疇にある。規制はその自由に一定の制限を
かけるということを意味する。そして契約の自
由の尊重から、規制は必要最小限でなければな

役員報酬規制の道徳的根拠

On…grounds…of…executive…compensation…regulation
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れる利益より（著しく）大きい場合には、その
ような規制の実施やその維持に合理性を見出す
ことは難しい。規制を具体的に文言に落とし込
むなどの立法時のコストだけでなく、実効的な
規制とするためには、担当機関の人的・金銭的
コストなども考慮する必要がある。規制する側
だけでなく、対象となる企業もそれに対応する
必要がある。それには一定の労力がかかり、ま
た情報収集や教育にもコストがかかる。規制内
容によっては、弁護士や会計士などの専門家に
外注する必要があり、これらも当然コストがか
かる。リソースが有限である以上、こうしたコ
ストが考慮されなければならない。

役員報酬も経済活動の一種であり、この規
制もこうした考え方のもとにあると考えられ
る。その一方で近年、多くの国で役員報酬規
制の導入が検討されている。アメリカでは、
CEOの報酬と従業員の報酬の中央値の比率の
開示を求めるドッド・フランク・ウォール街改
革および消費者保護法（以下、ドッド・フラン
ク法と略記）953条（b）が施行された（1）。この
報酬比率は追加課税の指標にもされる。たとえ
ば、2016年にオレゴン州ポートランドは、報
酬比率100対１を超える場合に10％の追加課税
を、250対１を超える場合に25％の追加課税を
可決した（Woolf,…2016）。また、2020年には他
地域においても類似の課税について投票が行わ
れる見込みである（Vittorio,…2019）。一層厳格
な規制として、実際に施行されることはなかっ
たが、金融危機後に、TARP対象企業の報酬上
限を50万ドルとすることが提案されていた（み
ずほ総合研究所、2009）。またスイスでも（2013
年国民投票で否決されているが）企業内の報酬
比率を最大12倍とすることが検討された。

上記のような近年の役員報酬規制は、相対
的に緩やかなものから順に、報酬比率の開示、
追加課税、上限設定とわけることができる。役

員報酬規制が検討される時、これらからどれを
用いるかの議論が中心になされる。

しかし、こうした役員報酬の新たな規制と
は、契約の自由に一定の制限を加えることを意
味するのであるから、どの規制を用いるときで
も、その正当性が明確に示されなければならな
い。さもなければ、契約の自由を不当に制限し
ているという批判を免れないが、しばしば無視
されている。実際に、報酬比率の開示を求める
ドッド・フランク法953条（b）は、その目的
が明示されないまま施行に至っている（cf.…若
園、2015：…100-102）。

経済活動において自由の価値を強調しすぎ
ることはないだろう。これは無制限の自由を意
味しているわけではなく、不当な介入をすべき
でない点には概ね同意が得られるのではないか
と思う。それでは、自由に対する不当な介入
と、正当な介入の違いは何か。それは、自由
を制限する必要があることについて、一貫し
た相当の理由を示すことができるかに依拠し
ている。これをFeinberg（1987、1988、1989、
1990）は、自由の制限原理（liberty-limiting…
principles）と呼び、特に刑法を対象に検討し
ている。しかし、これを当初指摘したMillは、
刑法に限定して議論していたわけではない。実
際に、自由の制限という点に着目すると、役員
報酬における自由を制限する規制との類似点に
気づくことができる。以下では、自由の制限原
理のなかでも主要なものとして危害原理、不快
原理、リーガルモラリズムについて検討するこ
とで、役員報酬をどの程度規制してもよいかと
いう問いに対して、含意を得たいと思う。

２．危害原理
自由の制限原理のなかでも中心に位置付け

られていたものに、Mill（1977）が『自由論』
で提唱した危害原理がある。危害原理の基本的
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な考え方は「ある行為 x が他者に危害を与える
ことは、その行為 x を規制する十分な理由とな
る」と表現できる。

この危害原理は、役員報酬規制において中
心的な役割を果たしてきたと言える。ここで危
害とは、役員報酬の契約が専ら金銭に関わるも
のであるから、金銭的不利益のことを指す。重
要なことは、役員報酬はあくまでも契約の自由
の範疇にあるが、他者、とくに株主の利益を害
するときに、一定の制限を受けることである。
既存の規制に、この特徴を見ることができる。

企業の所有者と役員は、20世紀に入るま
で多くの場合同一であった（Barle…&…Means,…
1982）。しかし、経営手腕に長けた者が資本を
もつとは限らず、資本をもつ者が経営手腕に長
けているとも限らなかった。こうしたとき、資
本をもつ者が経営手腕に長けた者に企業の運営
を委任することが、双方にとって利益となる。
こうして企業の所有の分散が進んだと言われ
る。しかし、これによって利害関係の不一致が
生じる。株主は企業価値の向上を望み、役員は
自身の利益の拡大を目指すことがある。業績連
動報酬の活用によって、この利害関係の不一致
は軽減されるが、解決するわけではない。そし
て、株主は役員に比べ企業経営について知識が
乏しく、また、株式の分散が進むほどに企業へ
の監視や介入の動機も小さくなる。これらは、
特にその企業から一定の利益が見込まれるとき
に顕著である。このとき、企業役員が自身の利
益を増進する可能性が高まる。

このとき、役員報酬の「お手盛り」が生じう
る（2）。役員が自身の報酬を決定できる場合、株
主の利益を無視または軽視する恐れがある。そ
して、自己利益の増進に走れば、自身の報酬額
を高く設定する可能性が高まる。これは、自身
で直接決定する場合だけでなく、役員が相互に

「手心」を加える場合でも同様である。

お手盛りによる株主利益の保護は典型的
に、手続きの適正化によって図られてきた。厳
密な意味で株主利益の保護を行うには、相当な
報酬を超える部分を特定する必要がある。そし
て、その超過分を株主への危害をみなすわけで
ある。しかし、そもそも相当な報酬とは何かに
ついて統一的な理解がない。そこで適正な手続
きをもって、相当な報酬が決定されていること
を推認している。

近年の役員報酬の発展と、その実務は業績
連動報酬とともにあった。この業績連動報酬の
導入の目的は、報酬を事前に定めた利益率など
の業績指標と連動させることで、お手盛りなど
の報酬の恣意性を排除するとともに、インセン
ティブの実効性を高めることにあった。ただ
し、この事前に定める目標が、容易に達成可能
である場合や、事後的に指標が変更される場合
には、実質的にお手盛りがなされ、株主の利益
を害することになる。そこで適正な手続きは以
下のような規制を受けてきた。

第一に、取締役の独立性が厳格に解される
ようになった。役員報酬の決定においては、報
酬を提示する側が手心を加えないことが重要で
ある。かつて取締役の独立性は、金銭的関係が
ないことを意味していたとされるが、オラクル
訴訟以降、友人関係のような個人的繋がりも考
慮するようになった（近藤、2007）。

第二に、役員報酬に関する株主による承認
手続き、いわゆるsay…on…payが導入された。こ
のsay…on…payには、報酬方針の承認を行う事前
型と、その実行状況の承認を行う事後型があ
る。報酬方針にあっては、報酬の水準の根拠
が説明されているか、業績目標の数値や期間
が適切に設定されているかなどが焦点となる。
また、実行状況については、報酬と業績の間に
不整合がないか、同業他社との比較で不整合
がないかなどが焦点となる。株主の意見表明
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員報酬のお手盛りは、その被害を株主が受ける
こととなる。しかし、報酬比率の開示、追加課
税、上限設定は誰を被害から守ろうとしている
のか不明瞭である。

これら二つの理由から、危害原理による正
当化は難しいと考えられる。むしろ、近時の役
員報酬規制をめぐる議論では、異なる根拠付け
がなされているように思われる。たとえば、不
快感や道徳的不正という被害、労働者や社会一
般という被害者が主張されている。

以上のような不快感や道徳的不正に訴えか
ける主張は、意味がやや判然としない面もある
が、検討に値するようにも思われる。そして、
これらは危害原理とは異なる観点から規制を
根拠づけようとする試みである。この点につ
いて、不快原理とリーガルモラリズムを整理
し、これらが法規制の正当な根拠となりうるか
について、以下で検討する。

３．不快原理
これまで検討してきた危害原理は、危害の

防止を中心とする理論であるから、その危害を
どのように解釈するか、定義するかによってそ
の射程が変化する。危害原理は元々Millにまで
遡ることができるが、彼は危害に不快を含めな
いと考えていた（4）。

一方で近時、不快を防ぐことも法の重要な
役割と考える立場もある。ここでの不快とは、
危害とまでは言えないが、嫌悪感、困惑、失
望、羞恥、不安感など一般に負の感情とみなさ
れるものである（cf.…Feinberg,…1988：…1）。この
不快の防止を目的としたものが規制の根拠と考
える立場を、不快原理と言う（5）。不快原理は、

「ある行為 y が他者に不快を生じさせること
は、その行為 y を規制する十分な理由となる」
と表すことができる。以下では、不快原理につ
いて整理した上で、不快原理に従ったとき、役

が、say…on…payを通して定期的になされること
で（決議の拘束力によって実効性に違いはある
が）適正手続きからの乖離を防ぐ仕組みとなっ
ている。

第三に、クローバックによって事後的に適
正額を実現する方策の充実が図られるように
なった。クローバックとは、業績連動報酬の算
定に用いる業績指標等の数値が誤っていた場合
に、正しい数値を用いて再算定し、剰余分を返
還させることである（3）。

こうした適正手続きの実効性を高める仕組
みを通じて株主利益の保護が図られてきた。こ
れらは株主利益を毀損しないことを重視してお
り、危害原理の観点から説明できると言えるだ
ろう。この危害原理が中心的な働きをしてきた
理由は、大きく二つあると思われる。第一に金
銭的損失が誰にとっても重要な問題であるこ
と、第二に誰の損害かわかりやすいことであ
る。

以上のように、株主利益を保護する危害原
理が基本的に役員報酬規制に通底していると
言ってよいと思う。しかし、近年では、危害原
理によって説明の難しいと思われる報酬規制の
導入やその検討がなされている。その例が冒頭
でも紹介した報酬比率の開示や、追加課税、上
限設定である。たとえば報酬比率が大きいとい
う事実は、株主の利益を直ちに害するとは言え
ないだろう。これらが株主の利益の保護、つま
り、危害原理で理解が難しいと考えられる理由
は二つある。

第一に、被害のわかりにくさである。役員報
酬のお手盛りは、その金額の正確な算定が難し
い場合があるにせよ、金銭的被害発生の推定は
難しくない。しかし、報酬比率の開示、追加課
税、上限設定はどのような被害を想定している
のか判然としない。

第二に、被害者のわかりにくさである。役
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は理にかなっていないだろう。この「社会的寛
容の限度」と「回避可能性」を前提に、以下で
は、役員報酬が規制の対象と考えられるか検討
する。

まず、現在の役員報酬は社会的寛容の限度
に収まりうるだろうか。役員の報酬に対して非
難の声が広がったのは、2011年頃だと思われ
る。金融危機後に多くの人々が低賃金や失業に
苦しむなかで、危機を招いた（と考えられてい
る）金融機関を中心とした企業の役員が高額の
報酬を得ていた。また退任に追い込まれた時で
さえ、多額の退職金を得ていたことが明るみに
された。ウォール街近くのズコッティ公園は、
2011年９月に「ウォール街を占拠せよ」という
声で包まれた。運動は全米、そして世界各地に
広がり、またその主張も統一的ではなく、要望
も多岐にわたっていた。しかし、“We…are… the…
99％”という標語は一貫して用いられ、企業役
員を指す富める１％と、苦しむ我々市民99％
という対立構造は誰の目にも明らかであった。

具体的な数値を示すと、1965年に20対１程
度であったCEOと労働者の報酬比率は、2010
年代に概ね200対１を超えるようになっていた

（Mishel…&…Wolfe,…2019）。一方、人々が理想的
とする報酬比率は７対１程度と推定されてい
る（Kiatpongsan…&…Norton,…2011）。そして、
60.7％の人々が「報酬が高すぎる」と感じてい
る（Burak,…2013）。

こうしたことから、近時の役員報酬が社会
的寛容の限度を超えていると結論付けることに
はある程度の合理性があると言えるだろう。

そこで次に、回避可能性の観点から検討し
よう。ここで役員報酬が不快を生じさせるため
には、その事実が認識されなければならない。
言い換えれば、いくら高額であってもそれを知
らなければ不快となることはない。たとえば、
一般的な労働者だと思っていた隣人が高額所得

員報酬を規制の対象と考えることができるか検
討する。

まず、上記の単純な形式で表された不快原
理には大きな問題がある。その射程があまりに
も広すぎることである。不快原理を文字通り解
釈すると、嫌悪感、困惑、失望など不快を生
じさせる行為の全てが規制の対象となりうる。
そこで、社会の寛容性の限度を超えるものだけ
が、不快原理の対象となると主張される（cf.…
von…Hirsch…&…Simester,…2006：…125-127）。これ
は穏当な主張だと思われる。というのも、たと
えば不快を被った、または被る恐れがあるとい
うある人の主観的な訴えによって他者のとりう
る行為を規制できるとすると、個々人の行為の
自由は大幅に制限されてしまうだろう。これは
冒頭にも示した規制が必要最小限でなければな
らないという考えと衝突する。そして、社会の
寛容性の限界という一応の客観性をもった視点
から、規制を必要最小限に狭めるという主張が
妥当だと思われるのである。

また、不快を生じさせるある行為を避けるこ
とができるかも考慮すべきであると主張される

（cf.…von…Hirsch…&…Simester,…2006：…127-128）。
たとえば、他者の裸体や過度な露出が視界に入
ることは不快感を生じさせると考えられてい
る。そのため、通常衣類を着用することが求
められている。しかし、これには例外もある。
たとえば水着はかなりの軽装だが、プールや
ビーチでは水着を着れば十分と考えられてい
る。また、公衆浴場で裸であることは咎めら
れない。裸体が不快を生じせしめるとしても、
それらの施設では衣類を着用していないことが
容易に予見でき、また、施設に立ち入らないこ
とや、立ち入り後も容易に退出可能であること
は明らかである。つまり、不快が生じるとして
も、それが回避可能であるときには、不快原理
を杓子定規に解釈し、当該行為を規制すること
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者であったとしても、あなたは現在不快ではな
いはずだ。しかし、高額所得者であることを知
り得たら、不快に感じるかもしれない。

一般に、我々は他者の報酬額を知ることは
ない。しかし、役員報酬額は、投資家にとって
有益な情報と考えられており、役員報酬が開示
対象となっている。そのため、有価証券報告書
を直接見ることはなくとも、役員報酬について
メディアを通して見聞きし、その金額に不快感
を覚えることがある。

事実が認識されなければ不快とならないこ
とを考慮すると、不快だとみなされている情
報が回避可能であるかは重要である。しかし、
役員報酬の情報は、プール、ビーチや公衆浴場
のように物理的・地理的な遮断が困難である。
とはいえ、情報を遮断する方法は二つ考えられ
る。第一に、メディアの報道を規制することで
ある。しかし、これは報道の自由を考えれば現
実的ではない。また、仮に報道の自由の問題を
解決し、報道規制を採用しても、役員報酬の情
報は有価証券報告書等で開示されており、イン
ターネット等からアクセスができるため、その
実効性に問題が生じる。そこで、第二に報酬の
開示を廃止することで、不快を生じさせうる情
報を遮断することが考えられる。これは有価証
券報告書等に情報を掲載しないだけであるか
ら、報道規制よりも穏当な方策に思われる。し
かし、報酬情報の開示が投資家への情報提供か
ら行われはじめたことを鑑みると、不開示の利
益が開示を上回るかについて疑問が残る。とく
に役員報酬の開示が、お手盛りの監視に重要な
情報であることを鑑みれば、開示規制の廃止は
現実的ではない。

ここで、以上のような問題にも関わらず、
不快原理はなおも受け入れられるべきだと仮定
してみよう。その場合、法規制によって役員報
酬を不快にならない程度に制限できる可能性が

ある。具体的には、上限を定めることで、社会
的寛容の限度まで役員報酬を下げるということ
を意味する。たとえば、スイスの国民投票で争
われた最大12対１の報酬比率は、この文脈に
位置付けることができるだろう。しかし、これ
にも問題点が二つある。第一に、契約の自由へ
の侵害が大きすぎるのではないかということで
ある。第三者への不快をもって契約を不可能と
することは、その不利益が利益を上回っている
ように思われる。第二に、効率性が損なわれる
可能性が高いことである。他国でも同様の規制
が同時に施行されない限り、役員報酬を制限し
た際に優秀だと考えられる経営人材が国外流出
する可能性が高まることは否定できない（6）。そ
して、企業が競争力を失うことで経済的損害を
被るのは、一般労働者である可能性が高い。

これらから、不快感をなくすことで得られ
る利益が不利益を上回ると考えにくい。した
がって、不快原理が報酬比率規制を正当化する
根拠と考えるには無理があるように思われる。

４．リーガルモラリズム
上記のように、不快を理由として近時の報

酬比率規制を正当化することは難しいと思われ
る。その代わり、大きすぎる報酬比率が道徳的
に不正であるから、という主張がなされること
がある。典型的には、不平等は道徳的不正（の
一つ）であるから、法規制すべきであると主張
される。

この道徳的な不正を理由に法規制を正当化
する考え方は、リーガルモラリズムと呼ばれ、

「ある行為 z が道徳的に不正であることは、そ
の行為 z を規制する十分な理由となる」と書き
示すことができる。ここで道徳的不正とは、危
害のないものを指す。他者に危害を及ぼすもの
であれば、危害原理をもって法規制を正当化
することが可能であるからである（ 7 ）。以下で
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いるという批判を避けている。すると、彼の主
張する謙抑的リーガルモラリズムの射程は、

「公」の定義に依存することになる。
ここで「公」の考え方は必ずしも地理的な意

味ではなく、市民的関心によるとされる。ここ
でDuffは夫婦間レイプの例をあげる（cf.…Duff,…
2017：…7）。この問題は通常、「私」とみなされ
る空間で生じる。しかし、近年これに市民的
関心が注がれ、「私」から「公」の領域の問題
に変化したと指摘する。この市民的関心によ
る「公」と「私」の分割に従うと、友人の秘密
の暴露は、規制の対象ではないという。これは
道徳的不正かもしれないが、友人関係という私
的領域の問題だからである。一方、他者の財産
の毀損は、道徳的不正の程度が非常に小さいも
のであっても、規制の対象であるという。それ
は、市民的関係の領域にあるからである。

この考え方は、私的自由を守りつつ、リー
ガルモラリズムの主張を維持しているように
思われる。それでは、役員報酬の問題は、「公」
の道徳的不正であり、規制の対象とみなせるの
だろうか。

不平等が公的な道徳的不正であると主張す
るとき、報酬比率の二つの意味の不平等を分け
て考えることが重要である。ひとつは、企業内
の不平等である。これは、ある企業の役員（典
型的にはCEO）と従業員の報酬の差を指す。
もうひとつは、社会全般の傾向として、役員が
労働者よりも多額の報酬を得ているという所得
の差を指す。報酬比率規制が対象としているの
は、前者であって後者ではないので、まず前者
の意味の不平等を規制できるのか検討しよう。

企業内の報酬比率は、企業毎の報酬の方針
によって変化する。昇進昇格とともに報酬が上
昇することで、勤労意欲が増し、業績に良い影
響を及ぼすと典型的には考えられている。そし
て、通常、CEOがこの報酬ピラミッドの頂点

は、リーガルモラリズムの考え方を整理し、こ
れが報酬比率規制を正当化する根拠となりえる
か検討する。

既に述べたように、リーガルモラリズム
は、道徳的不正を理由に法規制ができることを
擁護する立場である。しかし、リーガルモラリ
ズムの理論のなかにもいくつかの見解がある。
とくに、道徳的不正が法規制の正当化足り得る
理由と考えることができるかは、その射程をど
の程度認めるかに依存する。

リーガルモラリズムは、英国判事Patrick…
Devlin（2009）が1965年に出版した著書『道徳
の強制』まで遡ることができる。そこでは、誠
実な人が誰でも道徳的不正とみなすかが法規制
の正当化において重要であると主張される。こ
れは、道徳的不正が単なる多数決や理性の力に
よって決められるのではなく、誠実で道理のわ
かる市井の人によって決められることを意味し
ている。これは市井の人の道徳的不正の観念に
法規制の射程が左右されることを意味する。と
はいえ、Devlinはあらゆる道徳的不正を規制す
べきとまでは考えておらず、公と私の利益のバ
ランスを考慮すべきであることに言及する。し
かし、彼はそれでもなお、道徳的不正に対する
規制の理論的限界を認めていない。そして、私
的に行われる道徳的不正にも規制が及ぶと主張
する。

しかし、この主張は、現代のリベラル社会
における私的自由と衝突するように思われる。
とくに問題となるのは、道徳的不正の「公」と

「私」を区別できないことである。私的自由の
尊重は、リベラルな社会の中心的な価値である
ために、これは大きな弱点とみなされる。そこ
でDuff（2017）は、道徳的不正を「公」と「私」
の領域で分割し、「公」の道徳的不正のみが規
制の対象となると主張する。この解釈によっ
て、リーガルモラリズムが私的自由を損なって
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５．おわりに
本稿では、まず危害原理が既存の役員報酬

規制に通底する基本的な根拠と考えられること
を示した。一方で、危害原理が近時の役員報酬
規制について説明できないことを指摘した。そ
して、不快原理とリーガルモラリズムの観点か
ら検討し、いずれも根拠とみなすには難点があ
ることを示した。このことから、近時の役員報
酬規制の提案や成立にあっては、政治的力学の
ような要因の役割も大きいと思料される（9）。法
案が原理原則から離れたものであっても、議会
内外の思惑や、「世論」などが働き、政治的決
着などという言葉とともに成立することがあ
る。実際に、報酬比率規制が米国議会におい
て「所得分配のいわゆる『社会正義』を達成す
るための道が敷かれているように思われる」（10）

という批判にも関わらず、その後成立したこと
からも、このことを推し量ることができるので
はないだろうか。こうした規制の成立過程にお
ける道徳的根拠とは異なる要因の検討について
は、今後の課題である。

注
（１）… …指摘されていたように（Imai,…2017）、

イギリスも後に類似の規制を導入した。
（２）… …お手盛りについては、1930年代には既

にアメリカで問題になっていたと指摘さ
れている（cf.…菅野、1971：…53；赤堀、
1968：…173-177）。日本では、会社法361
条（改正前商法269条）が中心的な役割
を果たしてきた。判例（たとえば最判平
成17年２月15日）および通説は、その
目的を、取締役会によるお手盛りの防止
と解釈している（cf.…矢沢、1981：…226-
228）。その他役員報酬の法的分析につい
て、伊藤（2013）、熊代（2018）、四竈

に立ち、非熟練労働者が底辺に位置する。この
とき、昇進昇格毎にどの程度の報酬差をつける
かは、企業の判断に依存する。あまりに小さけ
れば意欲が高まらず問題が生じるが、報酬の原
資には限度があるため大きすぎることも問題と
なる。しかし、いずれにせよ（最低賃金法など
に違反しない限りで）ビジネス判断の一環であ
る。そして、ビジネス判断によっていかなる
不利益を被っても、それは企業の自由である。
言い換えると、ある企業が特定の方針を採用
し、失敗したとしても、それは政府が介入する
問題ではない。市場における失敗は市場からの
撤退という形式で、結果が出される。このよう
に考えると、企業内の報酬格差を公的な道徳的
不正とみなすことは難しい（8）。

それでは、後者の意味、つまり社会的不平
等が公的な問題であるという立場はどうだろう
か。役員報酬は社会の平均よりも高いことは事
実である。ここで問題となるのは、これを役員
報酬として規制するかである。社会的不平等が
問題であれば、たとえば10億円稼ぐ企業役員
も、10億円稼ぐ他の所得者も同様に報酬の開示
や課税を実施しなければ一貫性がない。法の目
的と方法が一致していないのである。不平等が
問題であれば、役員だけでなく、アスリートや
ヘッジファンドマネージャーなど他の高額所得
者も同様に問題であり、同様の規制の対象とさ
れなければならない（累進課税制度など）。し
かし、役員報酬規制はその名称の通り、役員の
みを対象としている。不平等が問題であれば、
企業役員のみを対象とする課税制度に正当性を
見出すことは難しい。

これらの議論から、リーガルモラリズムの
主張は全く誤っているとは言えないものの、役
員報酬規制の根拠としては疑問が残されている
と結論づけられるだろう。
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者が打ち立てた規制は政治的力学が色濃
く反映されたものであるが、これが正当
であるとはみなされないだろう。

（10）… …上院議会2010年５月20日のRichard…Shelby
上院議員の発言で、Congressional…Record

（2010：…S4075）に収録されている。
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不祥事・事故遺産が企業経営にもたらす効果について
―  「記憶の場」の観点からの考察  ―

Studying…the…effects…of…scandal…and…accident…heritage…on…business…management
from…the…perspective…of…lieux de mémoire

ABSTRACT
Companies…with…a…history…of…accident…or… scandal…completely… lose…public… trust…when…
another…incident…occurs.…Such…companies…must…work…to…prevent…any…recurrences,…and…to…
prevent…the…occurrence…of…new…incidents.
Companies… that…have…experienced…accidents… and… scandals…preserve… things… related… to…
those… incidents… in…order… to…pass…on… the… facts… and…any… lessons… learned.…Nora… (1984)…
advocates… the…use…of… lieux de mémoire…or…“sites…of…memory”… in…his…historical… research.…
Perhaps…companies…with…histories…of…negative…incidents…have…unexpectedly…created…their…
own…lieux de mémoire.
In… this… study,… things… related… to…accidents…and… scandals… are…defined…as… “accident…and…
scandal…heritage.”… I…examine…whether…corporate…accident…and…scandal…heritage…can…be…
called… lieux de mémoire,… and… look…at… the… impact…of… accident…and… scandal…heritage…on…
companies,…executives,…and…employees.

キーワード
記憶の場、企業不祥事、事故、再発防止

が重要であることは、言うまでもない。
歴史学ではNora（1984）が提唱する「記憶

の場」という考え方がある。これはある出来事
がどのように歴史に転移するかを考察したもの
である。この考えは、企業における不祥事・事
故の事実とそこから得た教訓を後世に伝える際
の条件等と似通っており、この考え方を取り入
れれば、不祥事・事故の発生の抑止および再発
防止に寄与するものと考えられる。

そこで本研究では、不祥事・事故の記憶を

１．はじめに
事故や不祥事を起こした企業にとって、そ

の直後はもちろん、永続的に再発防止の取り
組みをすることが欠かせない。また、一度不
祥事・事故を起こした企業が、類似もしくは
まったく性質が異なる不祥事・事故を起こす
と、社会からの信頼を失い、企業の存続の危機
に陥ってしまうことも少なくない。不祥事・事
故などの失敗の経験を伝えるとともに、そこか
ら得た教訓などを後々の時代に伝えていくこと
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留めるために、それを思い起こさせるものを保
存している一部の企業の事例を、「記憶の場」
の観点から考察し、「記憶の場」の考え方が企
業不祥事・事故の伝承とその先にある事故の防
止に役立つのかどうか、加えて「不祥事・事故
遺産」を活用する上での問題点は何かを明らか
にしていく。

２．「記憶の場」の考え方と「負の遺産」
「記憶の場」は歴史学におけるアナール学派

のNora（1984）が提唱した考え方で、出来事
が記憶としてどのように歴史的表象に転位され
るかを表したものである。Noraによれば、「記
憶」は「場」に残存するため、歴史的遺物は何
かしらの記憶を伝えるものとされる。つまり、
①出来事はその当事者や目撃者、同時代に生き
た人々によって他の人々に伝えられる、②当事
者や目撃者、同時代に生きた人たちはいずれ死
亡等によっていなくなる、③しかし記憶は途絶
えることなく、その出来事が起きた場所に残存
し、その出来事を思い起こす「記憶の場」とな
る、というものである。

「記憶の場」としてわかりやすいのが世界
遺産である。世界遺産は1972年の第17回ユネ
スコ総会で採択された世界遺産条約に基づき、
人類や地球にとってかけがえのない記念建造物
や遺跡、自然環境などを人類共通の財産として
保護しようとするもので、歴史的建造物等の文
化遺産と自然・景観・地形などの自然遺産、そ
の二つの性格を持つ複合遺産に分けられる。ま
た、その分類とは別に世界遺産の中でも戦争や
紛争、人種差別、奴隷貿易など、人類が過去に
犯した過ちを記憶にとどめ、繰り返さないため
に、これらを教訓とする「負の遺産」と呼ばれ
るものもある（1）。代表的なものとしては、「広
島平和記念碑（原爆ドーム）」（日本・広島県）、
奴隷貿易の拠点であった「ゴレ島」（セネガル

共和国）、第二次世界大戦時にナチスがユダヤ
人を虐殺した「アウシュヴィッツ・ビルケナ
ウ：ナチス･ドイツの強制絶滅収容所」（ポーラ
ンド）などが挙げられる。

一方、企業においては、過去に起こした不
祥事・事故に関して、その現場を保存したり、
その不祥事・事故に関連する実物などを保存し
たりしている事例がある（図表１）。これは、
世界遺産の「負の遺産」にあたると考えられる。

ただし、企業において「負の遺産」と言え
ば、過去からの赤字や赤字部門、過去の経営者
等が残した習慣や組織、規則などを指すことも
あり、混同される恐れがある。そこで本研究で
は、不祥事・事故に関わるものを「不祥事・事
故遺産」と定義し、それ以外の「負の遺産」と
区別することにする。

では、「不祥事・事故遺産」に「記憶の場」
の考え方が適合するかを検討してみる。

「記憶の場」では、前述のようにある出来事
が発生した際に、その当事者や目撃者、同時代
を生きた人間の口を通して記憶が伝播するが、
年月が経てばそれらの人たちは移動もしくは死
亡してしまう。一方、不祥事・事故が発生した
企業においても、その当事者や同時代に所属し
た構成員は時が経てば当該企業からいなくなっ
てしまい、企業は新たな世代の社員・役員で構
成されるようになる。むしろNoraの「記憶の場」
よりも、企業の方が定年や中途退職、死亡など
により、人の入れ替わりは激しい。そのような
中で記憶を伝えるものとして、不祥事・事故の
現場や現物、思い起こさせるものを保管してお
く、というのは一定の意味がある行動だと考え
る。

このように「人の入れ替わり」と記憶の伝承
という点で、「不祥事・事故遺産」は「記憶の場」
の考え方と合致する。

「記憶の場」の場合、当事者やその同
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時代の人がいなくなった後に記憶を伝え
る役割を果たすのは「場所」とされている
が、これは概念的な「場所」であり、必ず
しも建造物や土地である必要はない。吉田

（2011）は、Noraの考察で三色旗（フランス
国旗）も「記憶の場」であると説明してい
る。つまり、これまで歴史学で重視されて
きた文献だけでなく、「記憶を再構成するもの」
が「記憶の場」ということになる。そのため、
映像資料や当事者のインタビュー、記念碑、写
真、映像等、その出来事を伝えるものが「記憶
の場」の対象になる。

一方、企業においては不祥事・事故の現場
が、必ずしも自社の所有物であるとは限らな
い。また、不祥事・事故を思い起こさせる現物
が食料品など、保存できないものであることも
多い。そこで本研究では事故現場や事故の実
機、その残骸だけでなく、当事者の証言などの
映像なども、「記憶の場」の機能を持つ「不祥
事・事故遺産」とした。「記憶の場」としての「不
祥事・事故遺産」とは、「不祥事や事故を思い
起こさせる機能を持った、有形・無形のもの」
ということができる。具体的には図表１のよう
なものが「不祥事・事故遺産」である。

３．先行研究
企業不祥事については、すでに数多くの研

究がなされ、その抑止に関しても多くの知見が
出されている。たとえば井上（2015）は企業
活動の中で、「意思決定プロセス」「情報伝達プ
ロセス」「事業活動プロセス」「決算・情報開示
プロセス」のいずれか、あるいは複数にまた
がって問題が起きると不祥事が発生するが、経
営者が自社の統制環境をよく理解し、問題を把
握して実態に合った内部統制やリスク管理等を
行えば予防は可能であるとしている。

また、企業不祥事を完全になくすことは、
ほぼ困難であると指摘する説が多い。それは企
業不祥事と呼ばれる数々の事象の中で、その直
接的な原因が経営陣の判断ミス、従業員の能力
や知識のなさなどに起因することが多いからで
ある。

その一方で、表面的には企業側の責任がな
いと思われる事例についても研究されている。
中原（2017）はクレーマーや修理業者などの
利害関係者による企業不祥事の構築について論
及している。

さらに、企業に関わる法律や環境に、事
故・不祥事を誘発させる原因があるとするも
のも多い。奥村（2006）は、日本企業の自己
資本比率が低く、資本金を超える借入が可能

図表１　企業における「不祥事・事故遺産」
企業名 事故・不祥事の名称 発生年 不祥事・事故遺産 種別 公開・非公開

日本航空 JAL123便墜落事故 1985
鎮魂碑／残骸・遺品

など
場所、実物 公開

雪印メグミルク
食中毒事件

食肉偽装事件
2000
2002

当時の報道内容、社員
の証言など映像資料

映像 非公開

三和タジマ
森ビル六本木ヒルズ回転

自動ドア死亡事故
2004

事故の実機
（動態保存）

実物 非公開

JR西日本 JR福知山線列車脱線事故 2005
事故現場、鎮魂碑、

資料館など
場所、画像、証言、
当時の報道資料など

公開

NEXCO中日本 笹子トンネル天井板崩落事故 2012
鎮魂碑、

被害にあった車
場所、実物

鎮魂碑は公開、
車は非公開

出所：各社資料をもとに筆者作成
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した研究は、現在のところ見当たらない。
このほか、井出（2018）に代表されるよう

なダークツーリズムからのアプローチも考えら
れる。ただし、ダークツーリズムはあくまでも

「観光」を研究の起点にしているため、企業不
祥事・事故の抑止とはそぐわない。

４．事例研究
図表１にある不祥事・事故遺産のうち、本

研究では三和タジマと雪印メグミルク、JR西
日本でヒアリングを実施した。この３つを選ん
だのは、事件をきっかけに安全に対する認識が
大きく変わった事例であること、不祥事・事故
の発生に従業員の過失が関与する割合が比較的
大きいものであること、その背景には組織の体
質が大きく影響しているという指摘が多かった
という点からである。

本研究の事例研究は文献調査等を行ったあ
と、半構造化インタビュー調査を実施した。
インタビューでは事故後の対応・取り組み、
事実・教訓の伝承、事故前と事故後との変化
と、その変化が継続されているかを中心にし
つつ、その他について話せる範囲で語っても
らった。なお、取材対象者については、雪印メ
グミルクがCSR部長（2019年２月）、三和タジ
マが三和ホールディングス総務部広報課課長ほ
か（2015年６月）、JR西日本が福知山線列車事
故ご被害者対応本部　祈りの杜　福知山列車事
故現場課長代理（2019年５月）である。

（１）�雪印乳業食中毒事件と雪印食品食肉偽装
事件

2000年代の雪印メグミルク（当時の雪印乳
業）における第一の不祥事である食中毒事件
は、大阪工場製造の低脂肪乳によって起きた事
件である。2000年６月27日、大阪市保健所に
最初の食中毒患者が報告された。当初は大阪工

だったり、資本金１円で株式会社が設立でき
たりするなど、「日本の株式会社は責任を追え
ない無責任会社になっている」と論じている。
足立（2006）も、営利組織としての資本主義
企業が出資者に対して獲得した利益を配分する
ことが企業の究極的な目的であり、それが企業
不祥事を生むとしている。このように企業不祥
事が起きる土壌は社会的・法的な仕組みにある
とする説も多いが、これらに則れば、株式会社
のあり方や法、社会の仕組み自体を変えない限
り、不祥事はなくならないことになってしまう
点が課題であろう。

個別の事例に関しては、不祥事・事故が起
きるたびに詳細な検討が行われている。たとえ
ば深津（2009）は雪印乳業の食中毒事件に関
して、トップマネジメントの関わりに論及、福
永ら（2005）は雪印乳業を題材に企業の組織
風土と不祥事の発生について考察している。

以上のように、先行研究では、再発防止の
取り組み等も紹介されているが、その取り組み
を中長期的な視点で検証したものは少ない。そ
こで本研究では不祥事・事故を思い起こさせる
ものを企業内の「遺産」と定義し、中長期にわ
たる影響や効果を検証することを試みる。

一方、記憶の場に関しては、社会学や歴史
学等からのアプローチがある。Noraの「記憶
の場」については、吉田（2011）が考察を行っ
ているほか、具体的な事例の研究が数多く行
われている。たとえば和田（2005）はアメリ
カにおける公共の記憶について、大野（2010）
はニュートンのりんごの木を題材に記念樹の成
立について考察している。

さらに、災害の伝承については、水害の記
憶についての研究を行った木南（2012）のほ
か川島（2015）など東日本大震災に関わるも
のまで数多くの研究がなされている。しかし、
企業経営において「記憶の場」を明確に打ち出
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を問われ、スーパー等が自主的に雪印製品を陳
列から外すなどの事態に発展した。

これら２つの事故を受けて、雪印乳業（後の
雪印メグミルク）では、再発防止と信頼回復へ
の取り組みを開始している。２つの事故・事件
後の取り組みは梁瀬（2010）などに詳しく記
述されているため、本研究では現在も行ってい
る特徴的な取り組みについて見ていきたい。
①食の責任を強く認識し、果たしていくこと
を誓う日の活動～雪印の事件を風化させない
～：この２つの事件を教訓とし、食に携わる責
任を強く認識させるための活動をスタートさせ
た。事件が発覚した６月と１月に毎年実施して
いる。この活動には役員、各職場・グループ会
社で選ばれたCSRリーダー、本社の部長、一般
社員（希望者）が参加している。CSRリーダー
はこの活動での内容を職場に持ち帰り、各職場
のメンバー全員で事件への振り返りを行ってい
る。2018年末現在で15年目30回を数える。
②CSRグループ活動：１月と６月以外の年７
回、CSR部から出されたテーマについて意見交
換を行っている（グループ会社は年２回開催）。
③企業倫理委員会：社外取締役で阿南久元消費
者庁長官を座長に、弁護士やBERC（一般社団
法人経営倫理実践研究センター）などの外部
の専門家と副社長、生産・品質担当役員、CSR
担当役員などで構成された委員会を設置した。
2002年から継続して企業倫理に関する取り組
みの進捗確認等を行っている。

これらの取り組みの中で「記憶の場」のツー
ルになっているのが、当時の報道をまとめた資
料映像や、当時を体験した社員の経験談を収
録した映像である。報道資料に関しては、食
中毒事件が報道された当初は、食中毒の原因
が大阪工場の衛生状態が問題であるとされて
いたため、そのような内容のものが多かった。
その後、大樹工場の停電が原因であることがわ

場の衛生状態に問題があったと見られていた
が、調査の結果、問題は大阪工場ではなく、北
海道・大樹工場製造の脱脂粉乳が汚染されてい
たことにあると判明した。大樹工場で停電が起
こり、停電中に保管されていた生乳内で黄色ブ
ドウ球菌が増殖、その菌から発生したエントロ
トキシンという毒素を含んだ状態で製造された
脱脂粉乳を材料にして加工乳を作ったことが原
因であった。事件発覚後の事後対応、商品回
収、消費者や顧客（販売店、量販店など）への
連絡に手間取り、被害者は１万3,420人に及ん
だ。

雪印乳業の大規模な食中毒事件は2000年の
事例が２度目である。最初の食中毒事件は、
1955年、学校給食で出された脱脂粉乳が原因
だった。この時には、販売停止・回収、謝罪
広告の出稿、訪問謝罪などを迅速に行ったほ
か、当時の佐藤貢社長が「全社員に告ぐ」と
いう訓示を出し、「失った信頼は品質で取り戻
す」ことを誓った。その結果、衛生への取り組
みが強化された。また、この時の「全社員に告
ぐ」は、1980年代まで新入社員教育の教材と
しても使用されていた。

食中毒事件の記憶が残る半年後の2002年１
月、今度は雪印食品の牛肉偽装事件が発覚し
た。これは国のBSE（牛海綿状脳症）対策事業
を悪用し、安価な輸入牛肉を国産と偽って申請
して不正に交付金を受給した詐欺事件である。
１月23日の新聞報道で表面化した。そして事
件発覚から３か月後の2002年４月に雪印食品
は解散した。

なお、この２つの事件は１年半の間に相次
いで起きたため、「雪印は（食中毒事件の時に）
事件を起こさないと言っていたのに、また社会
に迷惑をかけた」と強く印象づけられてしま
い、社会から大きな非難を受けることになっ
た。社会から食中毒事件と食肉偽装事件の責任
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かった頃には、報道が下火になり、メディアの
取り扱い方が小さくなってしまった。そのた
め、報道資料だけでは正確さに欠ける部分があ
り、正確さを担保する目的で当時を体験した社
員の証言映像を併用している。なお、最近では
事件以降に入社した社員がどのように事件のこ
とをとらえ、何を考えたのかをまとめた映像も
制作している。

「もう３度目はない」という強い決意のも
と、さまざまな取り組みを行ってきた雪印メグ
ミルクは、これらの取り組みを通してその効果
を実感するところまで来ていた。しかしグルー
プ会社の雪印種苗が、長年にわたり品種の偽装
や証票表示違反とそれらの隠蔽を図っていたこ
とが発覚し、2018年２月に農林水産省から「種
苗法」第65条に基づく報告徴収命令を受けた。
この事件によって雪印メグミルクグループが受
けた衝撃は非常に大きかった。しかし、さほど
大きなニュースにならなかったのは初期対応が
うまくいったことに加え、種苗という一般の
人々にあまり身近ではない分野での不祥事で
あったためと考えられる。雪印種苗ではこの事
件を受け、第三者委員会による徹底した調査を
実施し、現在は再発防止やコンプライアンス意
識の向上のための活動に取り組んでいる。

（２）�森ビル六本木ヒルズ回転自動ドア死亡
事件

2004年３月26日、森ビルの六本木ヒルズで
回転ドアに駆け込んだ男児が自動ドアの扉に挟
まれて死亡した。この回転自動ドアは三和タジ
マが納品したものだった。もともとはオランダ
製で、同社が六本木ヒルズ用に改造したもので
ある。

事件後に同社が接近センサを多数取り付け
ていたものの、設置場所の問題等からセンサの
位置を不具合のたびに調整していたこと、身

長117センチメートル以下ではセンサが検知し
なかったこと、当初アルミ製の回転ドアの扉を
三和タジマがステンレス製に改修したため、重
量が0.9トンから約３倍の2.7トンに増加し、扉
の重量によって停止するまで25センチも扉が
回ってしまうことなどの問題点が判明した。

この事故を契機に三和タジマでは、遺族の
了解のもと、2005年12月26日から事故機を埼
玉工場で動態保存している。同工場は道路をは
さんで２つの敷地に分かれているが、動態保存
された回転ドアはその敷地のほぼ真ん中に位置
する場所に建てられた建物の中で保管されてい
る。回転自動ドアの事故機が、事件の記憶を伝
える「記憶の場」になっている。この事故機は
新入社員研修をはじめとする各種研修で教材と
使用している。さらに事故を振り返る機会とし
て、事故が起きた３月26日を「安全を誓う日」
とし、毎年社員一人ひとりが、改めて安全につ
いて問い直すという取り組みを行っている。な
お、動態保存された回転自動ドアの実機は、三
和グループ、森ビルなどの新入社員研修等でも
教材として使用されている。

この事故から得た教訓・理念は、「最初から
安全なものを作る」という考え方であり、その
後の活動を通してその浸透が図られた。同社
によれば、「センサや安全装置に頼るのではな
く、開発・設計段階から安全かどうかを考える
ようになった」という変化が見られたという。

（３）JR西日本・福知山線脱線事故
2005年４月25日、JR西日本の宝塚駅発同志

社前駅行きの上り快速列車（７両編成）が、福
知山線の塚口駅から尼崎駅間にある曲線部で脱
線した列車事故で、死者107名（運転士含む）、
負傷者562名の大惨事となった。

直接の原因は、制限速度70km/hを46km/hも
超える約116km/hで半径304mの曲線部に突入
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研修時には一両目の車両が激突したマンション
の見学も行っている。また、毎年４月25日には
全社員が事故について考える研修を全職場（グ
ループ会社を含む）で行っている。

そして事故から13年を経た2018年９月、事
故現場を中心に「祈りの杜」という施設がオー
プンした。「祈りの杜」では、車両が激突した
マンション（2）と、事故当日に乗客救助と復旧の
ために用いた重機の設置場所、慰霊碑、事故を
伝える空間（事故当時の状況や救急・救援活
動、事故の詳細・原因、反省などの展示およ
び各種資料展示）、追悼の空間（追悼の気持ち
を形にしたものを展示）、休憩室などが設けら
れ、一般に公開されている。また、非公開では
あるが、JR西日本の研修施設も併設されてい
る。2019年４月には「祈りの杜」で初めて追
悼慰霊式が開催された。

５．事例研究から得られた成果と課題
事例研究からは、企業内の不祥事・事故遺

産が「記憶の場」の考えに適合することが確
認された。「事故後に入社した社員がすでに半
数」（雪印メグミルク、JR西日本）のように、
各社で当事者の減少が起きているが、各社で実
施している研修後の振り返り等から、新入社員
にもその事実とそこから得た教訓の伝承が行わ
れていることが確認できた。

また、教育研修によるものであるものの、
安全やステイクホルダーに対する考え方が変化
したという。不祥事・事故に関する研修の振
り返り等から、三和タジマでは「安全装置で
担保するのではなく、『最初から安全なものを
作る』という姿勢が重要であることを再認識し
た」、JR西日本では「鉄道事業者にとって最優
先しなければならないのは、乗客であるお客様
の安全であることが徹底された」という。つま
り、各社は不祥事・事故から得られた教訓や理

したため、カーブを曲がりきれず脱線した。先
頭車両が左へ転倒するよう脱線し、続いて２～
５両目も脱線した。先頭車両は線路東側のマン
ションに激突した。

当該列車は、伊丹駅でオーバーランを起こ
し、停車をやり直して乗客の乗り降りを行っ
た。そのため、大幅な遅れが生じ、その遅れ
をカバーするために制限速度を超えた運転を
行った。車掌と運転士の間にオーバーランによ
る遅延時間の報告についてやりとりがあり、ま
た、車掌と総合指令所とのやりとりに運転士が
気を取られていたことから、ブレーキをかける
タイミングが遅れたとされているが、運転士本
人が死亡しており、詳細については推測するし
かない。

この背景には関西圏の私鉄との厳しい競合
があったとされる。「競合に勝つ」という営
業的な思考から、もともとタイトなダイヤに
なっており、定刻通りの運行が困難で、遅延が
出てもおかしくない状況になっていた。それに
も関わらず遅延を出した運転士は懲罰的な「日
勤教育」という研修を受けなければならないた
め、それを回避したい運転士が車掌と総合指令
所のやりとりに気を取られ、減速行動が遅れた
という指摘があった。

一方、JR西日本の社内には阪神大震災の被
害からいち早く復興した自信から、こうした状
況に対して疑問を持たず、現状を善しとする風
土があったとされる。このほか自動列車停止装
置（ATS）をはじめとする各種安全装置の未整
備なども重なり、大きな事故になってしまっ
た。

その後の対応としては、ダイヤの見直し、
ATSや防護無線機の予備電源等の整備など、さ
まざまな取り組みが行われた。二度と同じよう
な事故を起こさないための研修も開催した。こ
の研修は４～５年をかけて全社員が受講、その

‒ 287 ‒



本研究ではSECIモデルで、不祥事・事故の
記憶やそこから得た教訓・理念が組織内に広
まっていけば、「不祥事・事故遺産」が一つの
シンボルになり、次の事件の発生を解消する存
在になるのではないかと予測していた。しか
し、その後も不祥事や事故の元になるような出
来事がいくつか起きている。たとえば日本航空
ではパイロットの飲酒問題がたびたび報告され
ている（3）。また、2018年には雪印メグミルクで
はグループ会社（雪印種苗）で、長年にわたる
表示偽装が発覚した。JR西日本では、走行中
の新幹線で車掌が異常を感じていたにも関わら
ず、運転を続行し、名古屋駅に到着した時点で
運転を休止した。後の点検で台車の部品に大き
な亀裂が入っていることが判明し、そのまま走
行すれば脱線事故にもつながる可能性があり、
重大インシデントとして認定された。

各社へのヒアリングによれば、事故の記憶
が伝承され、不祥事・事故から得た教訓や理念
が組織内に浸透していたはずである。しかし、
その後も大きな事故につながりかねない事態が
発生している。この矛盾した状況はなぜ起きる
のか。この矛盾した状況が起きる要因を含め
て、事実の伝承および不祥事・事故から得た教

念が浸透していると判断している。
各社の事故後の啓発活動を見ると、①不祥

事・事故の記憶（事実）とそこから得た教訓を
当事者が持ち、お互いに理解をしている、②当
事者以外の全社員や次世代の社員が、記憶（事
実）や教訓を知る機会を設ける、③全社員や未
来の社員が記憶や事実を知る、④当事者以外が
記憶や事実を自分のものとする－という、野中
ら（1995）が提唱した知識創造理論（SECIモ
デル）による暗黙知と形式知への変換が行われ
ていると考えられる。そしてその変換を回すエ
ンジンになるのが、各社の「記憶の場」である

「不祥事・事故遺産」とそれを活用した啓発活
動である（図表２）。

６．本研究の限界と今後の課題
本研究では不祥事・事故を思い起こさせる

「不祥事・事故遺産」を保存している企業の動
向と、「不祥事・事故遺産」が及ぼす影響につ
いて考察してきたが、インタビュー対象者が
CSR部長などの役職者であり、「不祥事・事故
遺産」が構成員一人ひとりに対してどのような
影響を与え、彼らがどう考えているかまでは探
究していない。

図表２　「記憶の場」と記憶の定着について

出所：野中ら（1996）を元に筆者作成
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ま残すべきだ」との意見が遺族を中心に
あったが、９階建てのままでは通常のマ
ンションと同様、大規模修繕の対象に
なってしまい、当時の形をそのまま残す
ことができなくなってしまう。そのた
め、４階建てに減築した。さらにマン
ションを屋根や壁で覆い、風雨から守っ
ている。

（３）… …近年では2018年10月に日本航空の副操
縦士（当時）がイギリス・ロンドンの空
港で、酒気を帯びた状態のまま乗務し
ようとして逮捕された事件が発生した。
2019年に入ってもパイロットの飲酒問
題が報道されている。
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医薬品の社会問題の発生メカニズム
―  形式化のプロセスに基づく分析を通じて  ―

Occurrence…mechanism…of…Social…Problem…in…Medicine
－through…an…analysis…predicated…on…process…of…formalization－

ABSTRACT
The…purpose…of…this…research…is…to…clarify…the…occurrence…mechanism…of…social…problems…
in…medicine…through…a…unique…analysis…of…process…of…formalization…created…by…the…author.…
Despite… recent…multi-layered…drug… safety…measures,… a… social… problem… in…medicine,…
sometimes…referred…to…as…“Drug…Disaster”…still…occur.…In…this…report,… three…major…social…
problems… in…medicine…were…analyzed,… such…as… thalidomide…birth…defect…crisis,…Human…
Immunodeficiency…Virus… (HIV)-tainted…blood… scandal… (Acquired… Immunodeficiency…
Syndrome… (AIDS)… scandal),… and… the…cervical… cancer…vaccine…case,… focusing…on…each…
patient’s…claiming…activities.…Through…the…analysis…I…found…the…essence…of…problem…could…
be…categorized… into…two…types:…one…was…called…“traditional…drug…disaster:…drug-induced…
case”…and… the…other…was…“modern…drug…disaster:… the…drug…causality… is…unknown,…but…
attributed… to… the…drug”.… It…was… suggested… that…different…action…would…be… required… to…
prevent…the…social…problem…in…medicine…for…each…category.

キーワード
薬害、クレーム申し立て活動、社会構成主義、生活の質（Quality…of…Life）、ベネフィ
ットリスクバランス

がら時として医薬品は薬害と呼ばれる大きな社
会問題を起こしてきた。現代では医薬品の作用
機序の解明は進み、厳格な安全性管理基準も整
備され、そして医師、規制当局および企業はよ
り一層大きな社会的責務と使命を果たしてき
た。適正使用の推進により過失や不適正使用と
いった重大な人為的ミスも減少してきている。
このような重層的な対策にもかかわらず、新た
な医薬品の社会問題は現在も発生する。

１．研究の背景と目的
本研究の目的は、医薬品が引き起こす社会

問題の中で特に薬害に注目し、独自に考案した
分析プロセスに基づく分析を通して、その発生
メカニズムを明らかにしていくことである。

医薬品はベネフィット－リスクバランスを
管理することにより、患者の病気もしくは病
態を改善し人々の生活の質（QOL：Quality…of…
Life）の改善に大きく寄与してきた。しかしな
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そこで本研究では、過去および現在に発生
した（している）医薬品の社会問題（薬害）を
分析するにあたり、被害者のクレーム申し立て
活動に着目する。社会構成主義の第一人者であ
るGergenが考案した形式化のプロセスに依拠
した分析枠組みを提示し、被害者のクレーム活
動を起点とした医学界、規制当局、患者、マス
コミなど多様なアクターの関係構築に着目した
医薬品の社会問題の分析を行う。

２．先行研究レビューと分析視角
２．１　薬害研究にみる医薬品の社会問題

1950年代に発生したスモン薬害以降、現在
まで多くの健康被害の事例などが確認されてい
る（表１）。

スモンの原因物質であるキノホルムは1899
年にスイスで開発され、当初は外用殺菌剤とし
て使用されたが、徐々に内服にも使用が拡大さ
れていった。1935年にアルゼンチンでスモン
様の薬害が発現していたにも関わらず、その後
もキノホルムは日本で使われ続けた。戦後の混
乱期の中で、厚生省の薬事審議会は海外および
日本での使用前例があるとの理由から、特に毒
性試験を実施すること無くキノホルムを承認し
た。このような背景のなか、スモン薬害は発現

した（e.g.,…土井：…2016）。他方サリドマイドは
1957年10月　西ドイツのグルネンタール社に
より鎮静・催眠薬として開発されたが、1961
年には西ドイツのレンツ博士が妊婦のサリドマ
イド服用と新生児の四肢奇形の関連性を明確に
指摘した。当時日本では市販睡眠薬以外に妊婦
の「つわり」の症状改善のために処方されてい
たが、厚生省が発売中止を決定したのは1962
年であった。しかも回収を徹底しなかったた
め、催奇形性を有する新生児の誕生は1969年
まで続き、309人の被害者が認定された（佐藤：
2015）。

このようにスモン、サリドマイドといった
初期の薬害は、医学の進歩による回顧的な被害
の発見を通じた、医療体制の不全の指摘によっ
て生じている。もちろん、医学界・医薬品業界
は社会的ニーズに応えるため医薬品の研究開発
を精力的に推進していくことが求められる。つ
まり、医学が進歩する限り、医薬品の健康被害
の（再）発見は避けられず、それ故に被害者補
償体制は必要不可欠であると言える。

他方で、被害者補償制度が整えられたこと
で、近年では薬害エイズ事件・子宮頸がんワク
チンなど、医学的根拠の不在にもかかわらず、
薬害認定が行われてきた事例も発生してきた

表１　代表的な戦後の薬害・医薬品の社会問題
プロセス 年代 内容

スモン薬害 1950年代
・…キノホルムによる重度のビタミンB12欠乏が生じ、視神経障害、歩行困難な

どが発現した
・行政の医薬品安全性確保義務が初めて明文化された

サリドマイド
薬害

1950年～60年代
・サリドマイドの血管新生阻害作用のため、胎児の催奇形性を引き起こした
・被害者補償制度の整備と医薬品審査の厳格化をもたらすきっかけとなった

薬害AIDS 1980年代
・…米国から輸入した血液から製造された非加熱製剤にHIVウイルスが混入して

いたため、血友病患者の多くがAIDSを発症した
・最終的に政治決着が図られた

子宮頸がん
ワクチン事件（1） 2010年代

・…ワクチンを接種したごく少数の女性に、手足の麻痺、感覚異常など日常生活
に重度の支障を来す症状が発現した

・現在も解決していない医薬品の社会問題である
出所：…参議院厚生委員会議事録：1996、三間屋ら：2006、厚生労働省：2008,…2010,…2011作成-2015改訂､ WHO：

2013、土井：2019の論文を参考に筆者が作成。
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（e.g.,…三間屋ら：2006；…村中：2016）。だとす
れば薬害事件の解決は、医薬品の科学的根拠や
医療を提供する側の法的責任の有無の議論に限
定するのでは無く、社会問題として成立してい
くプロセスを分析していく必要があると考えら
れる。

２．２　�社会問題のクレーム申し立て理論と社
会構成主義

それでは、社会問題とはいかに成立し、
分析されていくのであろうか。Kitsuse…and…
Spector（1977）によるクレーム申し立て理
論は、ある現象を社会問題として意味づける
人々の具体的な活動の総体として理論化して
いる（邦訳，224頁）。ここで社会問題の発生
は、クレームを申し立てる集団の活動を起点と
した、何らかの想定された状態について苦情や
救済、または好ましくない状況の改善を求める
個人や集団のクレーム申し立て活動から捉えら
れる。例えばサリドマイド薬害の事例を振り
返ったとき、クレーム申し立ては四肢奇形を来
して誕生した乳児の親たちのクレームから始ま
り、被害者の集団が構築されていった。いわば
薬害という社会問題も、そのきっかけは被害者
の声であり、被害者を支える支援集団を含めた
クレーム申し立て活動の状態であるとして捉え
られる。

それでは、クレーム申し立てから始まる薬
害問題は、いかなる分析枠組みのもとで捉えら
れるのだろうか。当事者＝被害者の声が、多様
な利害関係者との関わりの中で薬害という現象
を形作るプロセスをとらえる。その代表的な理
論的視座が、Gergen（1999）による社会構成
主義である。彼は、時代に因らず絶対的な価値
や判断を是とする本質主義を否定し、あらゆる
知識が歴史的および文化的に影響を受け、社
会的な関係性の中で現代を構成し現在に至る

と説く。それは医学を含む科学全般でさえも、
その絶対的な優位性に異議を唱え、現在の世界
は対話を通して社会的に構成されたものである
とする理論的視座として、社会構成主義を提示
した（邦訳，76－86頁）。例えば心理学の出現
と共に精神病が誕生し、医学の発展に伴って精
神病は細分化されるとともに患者も増加した。
近年では新型うつという新たなうつ病が提起さ
れ、そして多様な治療法が確立した。このよう
に何を病気と見なし、何のベネフィットを得る
のか、他方どのような治療方法のリスクを引き
受けるかなど、ベネフィットとリスクの関係性

（ベネフィット－リスクバランス）は刻一刻と
社会関係の変化に影響を受ける。

先行研究において医薬品や医療行為の社会
的構成に基づく変化は、人工内耳の２つの新技
術が業界標準の地位の獲得を目指して正当性戦
略を論じた事例（Garud…and…Rappa：1994）、
カナダにおけるHIV治療のため社会的な正当性
を獲得して患者および患者互恵団体が規制当
局、医学界、製薬企業に働きかけていくその過
程から明らかにした事例（Maguire,…Hardy…and…
Lawrence：2004）、そしてゲイの集団が国会図
書館のメンバーへのロビー活動を通じて正当性
を獲得し、医学学術用語の変更を達成して同性
愛者を精神医学の治療対象から外すことに成
功した事例（Kitsuse…and…Spector：1977…邦訳
1990）などで検討されてきた。ここでは、ど
こまでを病気として捉えて、どのような方法で
治療するかという医療行為は、患者や医者、規
制当局などの医療に参加するさまざまな間のコ
ミュニケーションによって構成される現実に
よって決定される。このため医療行為の一つと
して不可避に生じる医療事故も又、医療ネット
ワークのもとで、何が病であり、どのような治
療を実施するのかについてのベネフィットとリ
スクバランスの社会的な構成として説明するこ
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レームワークは問題発現時に実践する自明の規
範／ルールに基づく問題解決方法として、以下
の４つのカテゴリーを提示している。第一に

「議論の実践：話し合いの場を持つこと、自己
を防御し相手を攻撃すること、自身の発言を正
当化し、相手も含めて納得させなければならな
いこと、またはそのためのルールを広く応用さ
れるように形作ることが求められること」、第
二に「取引の実践：自分の利益最大化のため自
身の理論を正当化したり、譲歩することなく相
手の弱点を突くこと」、第三に「交渉の実践：
お互いの利益になる選択を如何に生み出すか協
議を行うこと」、第四に「調停の実践：お互い
の距離を縮め、敵対関係を解消し、可能な限り
円満な問題解決を導くこと」を示している。

この「形式化のプロセス」に基づき、本研究
では「患者（被害者）の語りと自明視されたルー
ルとの結合、およびその形式化」、「医療被害
ネットワークの成立＝社会問題の成立」、「社会
問題の解決に向けた交渉・調停」という独自の
分析枠組みを提示する（表２）。本プロセスに
基づき、医薬品の社会問題の発生メカニズムと
交渉経緯と結末、そして鍵となるアクター間の
関係性を明らかにしていきたい。

とが可能である。
医薬品は高度な自然科学の知識が集積した

結果であるが、それは専門家だけにより構築さ
れたものではない。社会構成主義の立場から一
連の薬害を振り返ったとき、薬害とは必ずしも
医学の発展と共に回顧的に（再）発見されるだ
けでなく、患者によるクレーム申し立て活動は
被擬薬との関連性の有無とは無関係に表れ、被
害者を支援するアクターとの関係構築を経て発
生していく。それ故に、薬害とは薬物と病態と
の因果関係という科学的事実のもとでのみ解決
策が見いだされるのではなく、患者、医師、製
薬会社、規制当局と行った様々なアクターの関
係性のなかで発見され、そして解決に向けて収
束していくのである。

２．３　本研究の分析視角
それでは、社会問題としての薬害という現

象は、いかなる分析視角のもとで捉えられるの
だろうか。

改めて社会構成主義の第一人者である
Gergen（1999邦訳，222頁）に立ち返ると、
Gergenは自明視されたルールに基づいて問題
を捉えて解決を導く「形式化のプロセス」とい
う分析フレームワークを提示した。この分析フ

表２　本研究で用いる分析枠組みの定義
プロセス 内容

患者（被害者）の語りと
自明視されたルールとの
結合、およびその形式化

発現した健康被害に注目するアクターが、その時に患者に何が生じたのかを、その背景に
ある事象とともに患者のクレームや語りを拾い上げ、自明視されたルールに結びつける形
で薬害として定義していく。

医療被害ネットワークの
成立＝社会問題の成立

自明視されたルールのもとで定義された社会問題と、その被害者と支援者、加害者を含ん
だ交渉の場として医療被害ネットワークが形成される。この際、ルールに基づき被害者と
加害者、原因として形式化されていくことで何が議論となったのかの訴求点、そしてどの
アクターが協力し、どのアクターと対立したのか。取引を行うための、双方の当事者を定
義する。

社会問題の解決に向けた
交渉・調停

この医療被害ネットワークが準拠する法律や諸制度に基づいて、被害者、支援者、加害者
がどのような関係性をもって交渉・調停・和解を行っていくかが形式化していくことで、
問題の解決が進められていく。

出所：Gergen（1999）の著書を参考に筆者が作成。
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品名は「サーバリックス」）が承認され、同年
12月から販売開始されて以降、2013年４月１
日以降は予防接種法に基づく定期接種として
の接種が行われた。10代および20代でワクチ
ン接種を受けた女性の一部で脱力感、起立不
能、めまいや筋肉のけいれん、味覚異常、記憶
障害、代謝異常、電磁波過敏症、化学物質過敏
症などの健康被害が発生した。健康被害が報
告された2013年以降、予防接種での一律接種
は中止された。2016年７月に国および製薬企
業を相手取った集団訴訟が提起されている現
在進行形の社会問題である（e.g.,…厚生労働省：
2017）。

３．２　サリドマイド薬害事例
３．２．１　�患者（被害者）の語りと自明視さ

れたルールとの結合、およびその
形式化

今日ではよく知られているが、サリドマイ
ドは血管新生阻害作用を持ち、この作用が胎児
の手足の形成に大きく影響して催奇形性を誘発
する。日本では当時障害者に対して皆が等しく
接してくれることはなく、サリドマイドのせい
で障害者となった患者は、一部の心無い人から
冷たく厳しい目で見られた。増山ゆかり氏は
小さなころから耐え難い差別や偏見を受けた
と、インタビューの中で告白している（小南：
2002）。増山氏は1963年生まれの女性で、成人
になってからでも両手は20㎝ほどしかない。町
をただ歩いているだけで「あっちに行け」や「気
持ち悪い」など、と心無い言葉を何度も浴びせ
られただけでなく、石を投げつけられたことも
あったと言う（小南：2002）。

このような差別と戦うためにも患者とその
家族は、後に「公益財団法人いしずえ」に発展
することとなる患者の支援団体と結集して責任
の所在の明確化と補償を求めて立ち上がったの

３．事例分析
本研究では時代背景が異なる代表的な医薬

品の社会問題であるサリドマイド薬害、薬害
AIDS、子宮頸がんワクチン事件を取り上げ、
形式化プロセスに従い分析を行った。なお子宮
頸がんワクチン事件は現在進行形の社会問題で
あり、引用できる文献などはまだ少ないことか
ら、特定非営利活動法人　医療ガバナンス研究
所　所長　上昌広先生（以降は上医師と呼称す
る）およびファーマコビジランスプロモーター
の鈴木伸二先生（元チバガイギー社国際医薬安
全性情報室室長）へのインタビューを通じて得
られた知見を既存論文情報と合わせて事例分析
を行った。

３．１　各医薬品の社会問題の概要
サリドマイドは２．１章で記載したように悲

惨な経緯を経て、多くの被害者を出した。この
結果を受けて被害者救済制度が整備されるとと
もに医薬品審査体制はさらに強化されることと
なった。

薬害AIDSは旧ミドリ十字（現田辺三菱製薬）
など４社が米国から輸入した非加熱血漿製剤に
混入したHIVが原因となり、血友病患者の多く
がAIDS（免疫不全症候群）を発症した薬害で
ある。当時は原因が不明であり、責任の所在も
不明確なため複雑な経緯をたどり問題を大きく
した（e.g.,…厚生労働省：2011作成-2015改訂）。
AIDSの致死率はきわめて高く、さらに当初同
性愛男性に多く見られた疾病であったことから
世間の耳目を集め、マスコミに大きく取り扱わ
れた。1996年２月に当時厚生大臣であった菅
直人氏が法的責任を認め原告に謝罪、同年３月
29日には和解が成立した。

子宮頸がんワクチンは2009年10月に日本で
最初のHuman…Papilloma…Virus（HPV）ワクチ
ンがグラクソ・スミスクライン社（GSK社、製
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である。なお患者支援団体には、弁護士が患者
と患者の家族とともに訴訟を行うために参加し
ただけではなく、医療関係者やボランティアも
マスコミと結びつき、患者への差別と戦うとと
もに薬害の啓蒙活動、そして患者の生活と精
神的な支援を担うために参加したのであった。
こうして患者を支援する団体は医療被害ネット
ワークを構築していった。

３．２．２　�医療被害ネットワークの成立＝社
会問題の成立

増山氏をはじめとする患者とその家族、そ
して患者の支援団体は結集して医療被害ネット
ワークを構築し、1963年に責任の所在の明確
化と補償を求めて大日本製薬と交渉の場を持
ち、会社の姿勢を質した。ところが大日本製薬
は当時の医学的知識をもとに検討しても因果関
係は認められないとの立場をとり、補償を行う
ことはなかった。

そこで患者とその支援団体は、マスコミに
窮状を訴えるという手段をとった。マスコミ
および弁護士は「大衆の味方」「国民の代弁者」
の看板を掲げ、被害者とその支援集団を強力に
サポートした。患者の訴えに耳を貸さない製薬
企業と規制当局と対峙した。その結果、マスコ
ミ・医師・患者…vs…企業・規制当局という図式
で社会問題が成立された。患者とその支援団体
は1963年には名古屋地裁への提訴を行い、マ
スコミはその経緯を詳細に報道することで国民
に強く印象付けることを行った。特に報道に際
しマスコミは、サリドマイドの承認申請時の審
査が十分に行われてない、レンツ博士の警告を
厚生省と大日本製薬などの製薬メーカーが真摯
に受け止めなかったなど、人為的ミスを強調す
る報道をとりわけ行った。この報道姿勢は国民
に薬害は人為ミスで生じるというミスリードを
生み出した。以降、全国８か所で提訴が相次ぐ

こととなった。当初は、各地域の訴訟団の連絡
はなかったものの、間もなく各弁護団、原告団
の連絡組織が作られ、東京が中心となってリー
ディングケースとして訴訟を進めることになっ
た。サリドマイドと四肢奇形発現の科学的因果
関係は年を追うごとに蓄積していったが、依然
として国と製薬企業は責任を認めなかった。

３．２．３　社会問題の解決に向けた交渉・調停
国と大日本製薬はサリドマイドと奇形児発

現との因果関係を否定し続けていたが、1971
年にサリドマイドを投与されたサルの胎児にも
奇形が確認され科学的再現性が得られた。さら
に大日本製薬には創薬段階から奇形を引き起こ
すデータの隠ぺいなどが発覚し、形勢は患者お
よび患者支援団体の有利な状況となった。さら
に1973年以降海外で科学的データの蓄積がみ
られ、状況はサリドマイドの奇形の因果関係を
より強く裏付けていった。そしてついに1973
年12月に因果関係と責任を認めて全面和解を
行った（e.g.,…増山：1971）。国の過失責任も全
面的に認められ、結果として国は医薬品の承認
審査および副作用管理強化を明確に宣言した。
また本事例は被害者補償制度の整備と医薬品審
査の厳格化をもたらすきっかけとなったが、皮
肉なことに規制の強化と科学的な評価の徹底
は、医薬品そのものに難解な意味づけと修辞的
な工夫が施されることとなり、専門的な知識を
有する集団、つまり医師や製薬業者および規制
当局の科学的な権威を更に高めることにつな
がった。その結果、一般的な人々にとって、医
薬品に関する医師や薬剤師との対話や医薬品の
健全な発展を促す議論の機会を狭めてしまっ
た。この医薬品独特の複雑で難解な開発過程の
プロセスや治療に関する情報は、科学的事実に
基づく知識や協議を必要とする権威強化とな
り、医師の特権的な立場を更に構築するという
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行ってきた。このような経験を積み重ねた結
果、川田氏は1993年に東京HIV訴訟の原告の一
人となり、そして1995年19歳の時に実名を公
表して規制当局および企業の責任を追及するこ
とを決意したのである。その裁判の実態が数多
くのメディアで取り上げられ、世間の注目を集
めた。こうしてサリドマイド薬害と同様に医療
被害ネットワークが構築された。

３．３．２　�医療被害ネットワークの成立＝社
会問題の成立

川田氏を旗印として構築された医療被害
ネットワークは活動を開始するにあたり、サリ
ドマイドなどこれまでの薬害事例と同様に、マ
スコミなどの力を借りて患者運動を全国規模で
展開した。規制当局や製薬企業の門前での抗議
および署名活動、書籍の出版および全国での
勉強会などを実施した。これらの活動に際し、
差別に遭うことも少なくなかったが、川田氏
はAIDSに苦しみ死の恐怖におびえる血友病患
者の代表として数多くの活動を行った（川田：
1997）。川田氏と同様に非加熱濃縮製剤の投与
によりHIVに感染した患者とその家族、そして
患者の支援団体は結集して1989年に責任の所
在の明確化と補償を求めて訴訟に踏み切った。
川田氏のHIV感染から12年が経過していた。

その一方で、薬害AIDS事例では医師と被害
者の対立という構図に加えて、マスコミと弁護
士の密接な関係の結果、訴訟を経て業務上過
失致死傷罪という論点が持ち込まれた。これ
はサリドマイド薬害の事例では、「サリドマイ
ド」自体に催奇形性があったため、製薬企業お
よび規制当局の審査過程の不備が問題となった
が、薬害AIDS事例では非加熱濃縮製剤の有用
性自体に問題は無く、製剤に混入したHIVの致
死的影響の隠ぺいが問題視された。そこで医療
被害ネットワークは非加熱製剤のベネフィット

結果になった。
サリドマイド被害者の健康管理、介護、教

育、職業についての研究、福祉のための諸事
業、及びこれらに関連する調査・研究・今後の
薬害防止に資する活動などの事業を行うため
に、本薬害で結成された医療被害ネットワーク
は訴訟後に財団法人化され、患者とその家族を
支援し続けている。

３．３　薬害AIDS事例
３．３．１　�患者（被害者）の語りと自明視さ

れたルールとの結合、およびその
形式化

血友病患者は非加熱製剤のおかげで健常人
と変わらない生活を送ることが出来ていた。
1985年に初めてのAIDS患者が同定され、同５
月には初めての血友病患者のAIDS発症が認め
られた。しかしながら、あまりに有用性の高
かった非加熱濃縮製剤のベネフィットを捨てて
まで販売中止に至るという判断はミドリ十字

（現田辺三菱製薬株式会社）および厚生省には
できなかった。

他方でHIVに感染した患者はそれ以降、有効
な治療が無い中で何度も免疫機能は低下し、死
の恐怖と戦いながら体力的にも精神的にも辛く
苦しい治療を行ってきた。このような状況の
中、AIDSを発症した全体の４割強の患者が死
亡した（e.g.,…三間屋ら：2006）。このような状
況の中、実名を公表して戦うことを決意した患
者として川田龍平氏がいる。川田氏は2019年
９月時点で参議院議員３期目である。川田氏の
HIVの感染が判明したのは10歳の時であった。
生後６か月で血友病の診断を受けて血液製剤を
使用していたが、非加熱製剤の使用によりHIV
に感染した。HIV感染以降は有効な治療が無い
中で何度も免疫機能は低下し、死の恐怖と戦い
ながら体力的にも精神的にも辛く苦しい治療を
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英教授が非加熱製剤の危険性を隠ぺいした容疑
などで起訴された（e.g.,…三菱ウェルファーマ：
2007）。非加熱製剤の危険性を察知していなが
ら、迅速な対応を取らなかったミドリ十字歴代
３社長については有罪が確定し、安部英教授お
よび厚生省に対しては無罪が言い渡された（2）。

３．４　子宮頸がんワクチン事件事例
３．４．１　�患者（被害者）の語りと自明視さ

れたルールとの結合、およびその
形式化

2009年の発売開始以降、10代および20代で
ワクチン接種を受けた女性の中で痙攣や発熱、
関節の痛みなどが生じて学校に登校できない事
例が多く報告されるようになった。MSD社が
把握している数字では、2010年の発売以降、
113万回以上接種があり、副作用の報告数は
195件で頻度は0.02％、特に重篤報告数は15件

（報告頻度0.01％未満）であった。
実際にワクチンを接種したのち、原因不明

の痛みや体の震え、言語障害などの症状に苦
しむ女性は存在する。西岡久寿樹理事長（東
京医科大学医学総合研究所）はこれらの症状
をまとめて“HANS（HPV…Vaccine…Associated…
Neuropathic…Syndrome、ハンス：HPVワクチ
ン関連神経免疫異常症候群）”という概念を提唱
した（西岡：2015；村中：2015）。これはHPV
ワクチンを接種した人に起きたと“考えられる”
免疫異常を指す。痛みや疲労感、神経・精神症
状、月経異常や自律神経障害、髄液異常などの
さまざまな症状を引き起こし、今の検査技術で
は証明できないが脳内で起きている異常“とし
か考えられない”病態だと西岡氏は指摘してい
る（西岡：2015）。この西岡氏のワクチンに原
因があたかもあるかのようなHANSという名称
の提唱により、患者が発症した症状とワクチン
との因果関係があるレトリックが構築されたと

－リスクバランスが逆転した事実を意図的に隠
ぺいしたとして、人為的ミスをとりわけ強調し
て訴訟を展開した。主な起訴内容は非加熱濃縮
製剤のHIV混入が判明していたにもかかわらず
患者に投与し続けたことと、安部英教授は更
に加熱製剤の開発に関して特定の企業に便宜
を図ったことである。弁護士・マスコミ・患
者…vs…企業・規制当局・医師との訴訟という枠
組みで社会問題化されていった（e.g.,…三菱ウェ
ルファーマ：2007）。

３．３．３　社会問題の解決に向けた交渉・調停
当時、各国政府や国際機関では長期間にわ

たって非加熱製剤の投与を受けてきた血友病患
者は、AIDSが感染することがわかっても従来
どおり非加熱製剤を使用することが推奨され
た。つまり、使用を中止すれば激烈な痛みの持
続に加えて出血死の危険もあるが、他方で使用
するとHIV感染の危険がありAIDSに罹患して
の死亡の危険があるものの、ベネフィット－リ
スクバランスの視点においては非加熱製剤使用
の方がベネフィットは大きい、との医学的な認
識があったためである（e.g.,…弘中ら：2008）。

上記の医学的根拠を元に当初国（厚生省）
は救済責任を認めるものの加害責任は認めな
かった。裁判所は和解を勧告していたが、厚生
省は和解を拒んでいた。1996年２月当時に厚生
大臣であった菅直人氏は、「1983年当時、厚生
省内に非加熱製剤が危険だという認識があっ
た」といった報告書が見つかり、国による隠蔽
事実があったことを理由に国の法的責任を認め
原告に謝罪、同年３月29日に和解が成立した。
最初の和解達成以降、2007年までに1300人を
超える患者と和解が成立している。

刑事事件に関して、前述のとおり当時ミド
リ十字の代表取締役の３人、厚生省生物製剤課
課長そして大学病院の開発責任者だった安部

‒ 300 ‒



チン薬害訴訟全国弁護団」が結成され、半身
麻痺などが残った女性らが実名を公表して、
国とGSK社およびMSD社に損害賠償を求める
集団提訴を行うことを発表した（毎日新聞：
2016）。

実はこの集団提訴の仕組みは薬害肝炎およ
び薬害AIDS事件と同じ形式で行われたのであ
る。つまり集団提訴を行うことにより、多額の
補償金を原告全員に補償させる仕組みである。
訴訟を受けて国とGSK社、MSD社は争う姿勢
を示した。GSK社とMSD社は根拠となる資料
としてそれぞれHPVワクチンの安全性に関す
るステートメントを発表した。このステート
メントで両社は共に臨床試験の妥当性、海外
での事例などからHPVワクチンの有効性と安
全性に問題がないこと、日本における状況は日
本でしか確認されていないことなどを言及した

（GSK社：2016；MSD社：2016）。このように
HPVワクチンを薬害と主張する医療被害ネッ
トワークの活動は司法判断が下されることと
なった。

３．４．３　社会問題の解決に向けた交渉・調停
弁護団は国と製薬企業に落ち度があること

を示す証拠は十分であると主張するが、弁護団
や患者をサポートする一部医師たちが主張する
根拠は科学的に検証されず、また原因として示
した機序をマウスで再現したデータは科学的
に妥当とは言えない内容であった（e.g.,…村中：
2016）。これまでに国内で通用してきた弁護団
による戦略およびマスコミによる全面サポート
が、より強固で科学的な知見を提供する海外規
制当局、医師および企業からワクチンと訴える
症状の因果関係が否定され、海外のマスコミに
より日本の被害者団体及びマスコミの報道内容
が否定されているからである。HPVワクチン
は、これまで全世界の120カ国以上で承認、接

言える。
黒川（2015）はHPVワクチンに苦しむ５人

（５家族）の、それぞれの詳細な報告をおこなっ
た。脱力感が徐々に進行して起き上がれなくな
り、その後めまいや筋肉のけいれんを起こして
いく少女、味覚異常や体の異変が徐々に進行
し、その後に記憶障害が進行し漢字や人の名前
を忘れてしまう少女、代謝が劇的に変化した結
果、電磁波過敏症および化学物質過敏症を発症
し１年半で体重が22㎏も増加した少女、体が
壊れていくと訴える少女など、HPVワクチン
の接種をきっかけに症状を発現したと主張す
る。症状に苦しむすべての少女は、元気なころ
の体に戻りたい、普通の学生生活を取り戻した
いと訴えた。このように症状に苦しむ少女を抱
えた家族は子供の症状を少しでも軽くするた
め、保険適応外診療（自由診療）など高額な治
療に費用を投じていき、家計に著しく大きな負
担を抱えていった。そのため他の薬害と同様に
被害者とその家族は「責任の所在の明確化と謝
罪」、「治療費はもとより今後の生活を含めた金
銭的な補償」、「すべての患者を救済する仕組み
づくり」を要求した。

３．４．２　�医療被害ネットワークの成立＝社
会問題の成立

2013年３月に患者と支援団体は、一部の医
師とマスコミを巻き込んで全国HPVワクチン
被害者連絡会などいくつかのHPVワクチンの
医療被害ネットワークを形成した（全国子宮
頸がんワクチン被害者連絡会）。2016年３月の
池田教授の発表により、医療被害ネットワー
クはHPVワクチンの副反応メカニズムが日本
で解明されようとしているとして色めき立っ
た。この池田班の発表を受けて、これらの医療
被害ネットワークの設立から３年後の2016年
３月、国及び製薬企業を相手取り「HPVワク
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されていることが原因である。2016年７月に
全国４カ所同時に訴訟が提起されている。弁護
団の主張が受け入れられるか、訴訟の成り行き
が注目される。

４．発見事実と理論的含意
４．１　発見事実

本論文の分析的記述から、薬害という現象
には、医薬品の社会問題には未熟な医療や薬学
的知見が原因となり健康被害が薬害として表出
する「従来型薬害：薬害問題」と、特定の物質
や医療行為がリスクとして社会的に認識され問
題化する「現代型薬害：薬害事件」の二類型が
存在すると考えられる（表３）。具体的には、
サリドマイド薬害は「従来型薬害：薬害問題」、
薬害AIDSおよび子宮頸がんワクチン事件は「現
代型薬害：薬害事件」に分類されると考えられ
る。

従来型薬害：薬害問題では、２．１章で指摘
したように医療体制の不全により被害者は耐え
がたい大きな犠牲を払ったが、リスク管理に
よってバランスが好転し、リスクよりもベネ
フィットが大きくなった。結果として医学の技
術と評価体制の発展を導くこととなった。換言
するならば、問題の解決の過程で社会の変化も

種されており、その有効性・安全性が広く認め
られている。日本における集団訴訟をうけて、
World…Health…Organization（WHO：世界保健
機関）は2013年６月13日に改めて諮問委員会
であるGlobal…Advisory…Committee…on…Vaccine…
Safety（GACVS：ワクチンの安全性に関する
諮問委員会）の声明（HPVワクチンに関する
安全性）を発表した（WHO：…2013）。更に米
国Centers… for…Disease…Control…and…Prevention

（CDC）および欧州European…Medicine…Agency…
（EMA：欧州医薬品庁）もWHOと同様にHPV
ワクチンの安全性について疑いのないことを発
表している（Meites,…Kempe…and…Markowitz：
2016；EMA：2016）。世界では10代のうちに
HPVワクチンを接種することが基本推奨され
ている。現在日本では子宮頸がんワクチンは自
己責任により接種が再開され、厚生労働省も再
開に向けた対応を開始しているが、2019年時
点のワクチンの接種率は１％に満たない状況で
ある。

子宮頸がんワクチン事件は初期の薬害事件
と異なり、患者の主訴への科学的根拠が明示さ
れず、そのため患者および患者支援団体は国民
世論の支持も得られていない。クレーム申し立
て活動が、科学的権威による社会構成に跳ね返

表３　従来型薬害と現代型薬害の比較
従来型薬害（薬害問題） 現代型薬害（薬害事件）

社会問題となった事例 サリドマイド薬害 薬害AIDSおよび子宮頸がんワクチン事件

社会問題の原因
未知作用機序、または未知有害成分により
生じた副（有害）反応である

表出した健康被害を薬剤に転嫁する活動と
いえる

ベネフィット－リスク
バランス

リスク管理によってバランスが好転し、ベ
ネフィットがリスクを上回る

医療被害ネットワークによるレトリックに
よりリスクは極大化されている

社会問題の解決方法
原因の医学的探求、患者の補償、審査基準
の厳格化など

医学エビデンスの提示、マスコミ・訴訟対
策など

公衆衛生への影響

薬害を引き起こした薬剤の作用機序の解明
に伴い、新規薬剤また改良製剤が普及す
る。薬害の解決に伴い、医学の進歩と公衆
衛生の正の寄与が認められる

有用な薬剤や医療が差し止められるため、
負の影響を及ぼす

出所：筆者作成。
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でに蓄積されてきた医学的知見や構築されてき
た手段だけでは問題を解決することが難しい。
副作用の機序の解明など医学的な根拠について
は引き続き解明に最大限努力するとともに、医
学の根拠に基づいて判断したもののリスクが上
回る結果となった事例については集団訴訟を防
ぐ手段を構築することが望まれる。また、ベネ
フィットリスクバランスが正と見込まれる薬剤
については、治療を止めない仕組み作りについ
て社会的にコンセンサスを取ることが求められ
るだろう。

医薬品のベネフィット－リスクバランスは
時代と共に変化する。製薬企業や医療機関は患
者からのクレーム申し立て内容に留意して早期
に問題解決を図ることができれば、医薬品の社
会問題化を未然に防ぐことが可能になるかもし
れない。しかしながら、他方強調しなければな
らないことは、因果関係の有無にかかわらず医
薬品の社会問題、特に有害作用で苦しむのは患
者とその家族なのである。現在は副作用を発現
した患者には救済制度が存在するが、因果関係
が認められない健康被害で苦しむ患者およびそ
の家族を救済する体制を構築することが望まれ
る。企業と医療機関および規制当局は患者情報
を共有し救済体制を充実させることもまた、医
薬品の社会問題化を防ぐことになるだろう。

【謝辞】
匿名査読者の先生方から有益なご指摘とご

助言をいただきました。心より感謝申し上げま
す。

注
（１）… …子宮頸がんワクチンによる社会問題は、

本資料を執筆当時はまだ公には薬害と認
定されていないため、本研究では事件と

誘発して医療行為の発展を必要とする力学の中
で新たなベネフィットリスクバランスを構築し
たと言える。他方で現在型薬害：薬害事件は、
過度の報道を行ったマスコミと、薬害肝炎およ
び薬害AIDS事件時に一律補償を求めて活動を
行った際に多くの賠償金を国と製薬企業から入
手した経験の再現を期して巨額の補償費用の手
数料収入を狙った弁護士というアクター（3）によ
り、レトリックを駆使したリスクの極大化が図
られ、表出した健康被害を医薬品に転嫁する活
動が行われた結果、新たな医薬品の社会問題が
構築された。この創り出されて発生したレト
リックは、社会に対して正の作用よりも負の作
用をもたらしたと言える。社会問題化した薬害
事件は、医療ネットワークの中で患者の声から
の問題発見とともに解決へと収束していく薬害
問題とは異なる解決方法が求められると予想さ
れた。社会構成主義の視点から考察すると、従
来型薬害も現在型薬害も人類の歴史における医
学の発展の中で構成されてきた社会問題の一形
態であると言える。

４．２　理論的含意
今後、医薬品の社会問題化を防ぐために

は、それぞれの類型で異なる対策が必要になる
と示唆された。従来型薬害は、医学の未熟、ま
たは安全性への対策などの不正により発見され
る。そのためこれまでに構築されてきた調停の
手順、言わばGergen（1999）が示唆する「形
式化のプロセス」に基づくことで解決が可能と
なるのである。疑義が生じた時にはこれまでに
社会的に構築されてきた手続きにより社会問題
は解決されていく。この「従来型薬害：薬害問
題」が原因で社会問題が生じることは今後少な
くなると予想された。他方「現代型薬害：薬害
事件」は、科学的因果関係は不明であるが社会
問題が薬害として表出する。そのため、これま
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称する。
（２）… …当時帝京大学副学長だった安部英教授が

公平な視点で報道されたとは言い難い状
況であった。マスコミは安部英教授が如
何に血友病患者の治療に貢献したかの
事実を一切報道せず、薬害HIV事件の医
療機関側の全責任者として糾弾した。
このようなマスコミの偏向報道のため、
安倍教授は過度のバッシングを患者団体
のみならず国民全体から受けた。加熱製
剤の承認は、安部英教授がいなければ遅
れていたと言われている（e.g.,…弘中ら：
2008）。

（３）… …上医師は、マスコミと弁護団による人為
的なルートによりこの医療被害ネット
ワークは作り出され、訴訟活動が開始さ
れた可能性を指摘している。弁護団は薬
害肝炎および薬害AIDS事件時に一律補
償を求めて活動を行った際に多くの賠償
金を国と製薬企業から入手した。この結
果、弁護団は多くの手数料を手にした模
様である。医薬品を対象とした訴訟ビジ
ネスを成立させるため、いわゆる訴訟の
ノウハウに関する書籍もあり、この中に
は「埋もれた被害を探し出す」、「弁護団
を運営」、「訴訟を起こす」、「マスコミ／
メディアの対策」と共に政治・国会対策
について詳細な記載がある。弁護団と製
薬企業では、そのリスク管理能力は大き
く異なることが指摘されている。
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企業価値創造を目指す日本企業の
SDGs実践とダイバーシティ経営の課題
SDGs…Practice…and…Diversity…Management…Issues…for…Japanese…Companies

Aiming…to…Create…Corporate…Value

ABSTRACT
In… this… paper,…we… consider…SDGs（Sustainable…Development…Goals）practices… and…
issues…of…Japanese…companies…aiming…to…create…corporate…value.…As…a…concept…related…to…
the…SDGs,…clarify… the…background…and…basic…concept…of…CSR…with… the…key…concept…of…
sustainable…development…of…companies…and…society.…Examine…CSR…information…disclosure…
for…corporate…value…creation,…and…consider… the… relationship…between…SDGs…and…ESG.…
Introduce…SDGs…efforts… of… Japanese… companies… and…organizations,… clarify… common…
points,…and…present…knowledge…and…issues.

キーワード
企業価値創造、SDGs…実践、CSR、ESG、ダイバーシティ経営

差の是正、気候変動対策など、国際社会に共通
する17の目標と169のターゲットを示したもの
である。SDGsの特徴は国、地方自治体、NPO
のほかに企業が課題解決を担う主体として位置
づけている点にある。企業はSDGsが設定する
17の目標を戦略的事業として取り組み、経済
的、社会的活動の一環として推進する動きが広
がってきている。

例えば、チャレナジー（東証１部）は台風で
も電力を発電する事業をSDGsビジネスとして
展開している。具体的には世界初の垂直軸型マ
グナス式風力発電の実用化により、台風時には
数ヶ月以上停電が続く途上国の島しょ地域に電
力を供給する事業を行っている（1）。

１．はじめに
SDGs（Sustainable…Development…Goals：持

続可能な開発目標）は2016年１月１日から実
施を開始した。2019年はSDGsが採択されて初
めて首脳会合が開催された年であった。G20大
阪サミット（2019年６月28日、29日）、４年に
１度開催する国連総会（2019年９月24日、25
日）、2020年７月24日から東京オリンピック・
パラリンピック大会がSDGs五輪として初めて
開催されることになっている。今日、SDGsは
世界の共通言語として認識され、様々な課題解
決に向けてその取り組みが推進されている。

SDGsは2015年９月25日に国連総会にて全会
一致で採択され、2030年までに貧困撲滅、格
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ユーグレナ（東証１部）はミドリムシで人
と地球を健康にするというミッションを掲げ、
ユーグレナの技術を駆使してミドリムシを用い
たバイオジェット燃料の副産物（残渣）をエサ
にして、サステナブルな養殖ができるようにす
る事業を展開している（2）。

企業がSDGsに関わる法的拘束力はないが、
日本は国連総会においてSDGsの達成に努める
ことに同意をしている。企業がSDGsに取り組
む義務はないが、今後の企業活動をグローバル
なバリューチェーンを含めて考えれば、SDGs
への取り組みは避けては通れない課題になっ
てくる。政府のSDGs推進本部は2016年12月に
策定したSDGs実施指針において民間セクター
が公的課題の解決に貢献することが決定的に
重要との認識を示している。2017年12月に公
表したSDGsアクションプラン2018ではSDGs
の推進を通じて企業・地方・社会を変革し、
経済成長を実現するとともに世界に展開する
ための日本のSDGsモデルを構築するための３
つの柱の１つとして、SDGsと連動する官民を
あげたSociety5.0の推進を掲げている。また、
日本経団連は2017年11月、企業行動憲章と実
行の手引きを改定し、新たな経済成長モデル
Society5.0を通じたSDGs達成への貢献を掲げて
いる。このように産官学がSDGs達成に向けた
施策を実施していく段階にあることがわかる。

一方でSDGsに関連する概念としてはソー
シャルビジネス、BOP（Base…of… the…Economic…
Pyramid） ビ ジ ネ ス、CSR（Corporate…Social…
Responsibility：企業の社会的責任）、ESG（3）（環
境・社会・ガバナンス）投資といった用語があ
る。企業によってはCSRの一環としてSDGsを
捉えているところがある。企業はSDGsをビジ
ネスチャンスあるいは新たな成長の機会として
捉え、社会と環境に配慮した優良企業というイ
メージアップにつながる好循環が生まれ始めて

いる。昨今ではSDGsへの取り組みを社会課題
の解決に結びつけ、成果を上げる企業に対して
消費者、投資家、地域社会などが評価する傾向
にある。しかしながら、現実的にはSDGsへの
取り組みは大会社がほとんどであり、中小企
業はSDGsに関する認識、理解度が高くないと
いった違いがみられる。

本稿では企業価値創造を目指す日本企業の
SDGs実践とダイバーシティ経営の課題に焦点
をあてて考察を行うことが目的である。具体的
にはSDGsに関わる概念として、企業と社会の
持続可能な発展を鍵概念とするCSRの背景と基
本的概念を明らかにする。次いで、企業価値創
造に向けた情報開示について検討し、SDGsと
ESGの関係を整理し、日本企業・団体のSDGs
への取り組みを紹介する。特に日本企業の
SDGs実践の課題として、ジェンダー平等、働
き方などのダイバーシティ経営について考察を
行う。

２．�企業と社会の持続可能な発展を求
める基本的概念

今日のCSRはかつてのCSRと質的に内容が異
なっている。SDGsの持続可能な発展というキー
コンセプトについて時代背景を遡りながら考え
ていくことにする。

日本において、CSRを求める機運が高まっ
たのは1950年代後半からの公害問題に端を発
している。今日、企業に求められているCSRは
企業と社会の持続可能な発展を鍵概念とした経
営である。企業と社会の持続可能な発展が求め
られる要因には地球環境問題の顕在化、経済・
市場・経営のグローバル化による貧富の格差拡
大、環境破壊、人権・労働問題などが顕在化し
てきたからである。そのため、開発途上国、
NGO、消費者団体などが企業に対して規律と
節度ある行動を求めるようになった。企業不祥
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事が頻発したことにより様々な利害関係者か
ら、ますます、CSRへの期待と要望が高まって
きている（4）。

企業は本来の経済的役割だけでなく、社会
的役割をも重要視した経営を行っていく必要が
ある。このことは現代の企業に改めて大きなイ
ンパクトを与え、企業とその経営者に規律と良
識ある行動を問うことになった。企業は地球社
会の一員としてCSRを通じて企業と社会の持続
可能な発展に寄与することが期待されている。

持続可能性（sustainability）の術語における
概念は環境問題との関連において用いられてい
る。そうした概念は、1972年６月、ストック
ホルムでの国連人間環境会議に遡る。そこでは
かけがえのない地球（Only…One…Earth）をスロー
ガンに開催され、環境問題が地球規模、人類共
通の課題になってきたことから前文７項と原則
26項からなる人間環境宣言が採択された。

持 続 可 能 性 の 概 念 が 持 続 可 能 な 発 展
（sustainable…development）へと展開をみせる
のは環境と開発に関する世界委員会が国連総会
に提出した『Our…Common…Future』の中で確
認することができる。そこでは環境と開発は相
反するものではなく、開発は環境や資源という
土台のうえに成り立つものであり、持続可能な
発展には環境の保全が不可欠とする概念を提唱
した。この考えは広く世界の支持を受け、今日
の地球環境問題における世界的な取り組みに大
きな影響を与えるものとなった。

ここで特筆すべき点は２つある。具体的に
は持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言
において、①企業は合法的な活動を行うに際
し、公正で持続可能な発展に貢献する義務があ
り、②企業は経営の透明性を高め、アカウンタ
ビリティを強化する必要がある、と政府レベル
で合意している点である。このことは企業にも
持続可能な発展を担う義務があることを宣言し

ている。企業は地球社会の一員として持続可能
な発展に向けた企業の役割が問われていること
を意味している。ここに企業の経済的・社会的
役割として、企業と社会の持続可能な発展に寄
与していくための企業活動が問われてくると指
摘できる。

SDGsの持続可能な発展は時代の要請と政府
レベルでの合意に基づいて企業にも求められて
きた概念である。日本の1990年代は企業の環
境意識が高まり、環境憲章、環境マネジメント
システム（ISO14001）、環境報告書を作成する
ようになった。2000年代は今日のCSRが浸透
し、CSR憲章、CSRマネジメント、CSR報告書（環
境報告書を含めて）などの発行へと変わって
いった。2010年代はESGの概念が浸透し、ESG
投資、コーポレート・ガバナンス改革、CSV…

（Creating…Shared…Value：共有価値創造）、サス
テナビリティ報告書（統合報告書を含めて）な
どの発行へと変わり、2015年以降はSDGsの策
定、気候変動枠組条約パリ協定の採択などのパ
ラダイムシフトがみられた（5）。

３．企業価値創造に向けた情報開示の課題
近年、企業価値を様々な利害関係者に伝え

るため、財務情報だけでなく、経営戦略、環境
対策、コーポレート・ガバナンスなどの非財務
情報を統合的に開示する統合報告への関心が高
まっている。企業価値については論者によって
定義が異なる。経営財務論の立場であれば、小
椋（2008）、坂本（2017）、会計学の立場であ
れば、伊藤（2016）、実務レベルでのM&Aから
の立場であれば、佐山（2003）、経済団体から
は関西経済連合会（2016）などがあり、企業
の見解も一様ではない。

統合報告は財務情報と持続可能な発展に向
けた企業の取り組みを関連づけて開示すること
を目的としている。企業が公表するアニュア
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によって機関投資家の間でESG投資への関心が
高まった背景がある。それにより、企業のESG
を重視するESG投資がSDGsへの取り組みを後
押しすることになった。そのため、欧米の機関
投資家は企業に対してESGに関する情報を開示
するように要請している。それに対して、例え
ば、堀場製作所の『HORIBA…Report』（統合報
告書）では企業文化を紹介し、さらなる価値を
理解してほしい目的から事業や財務情報ととも
に財務諸表に載らない資産（見えない資産）に
ついてアニュアルレポートとCSR報告書の情報
をまとめた統合報告書を2013年版から作成し
ている。一例をあげれば、「見えない資産によ
る価値創造」と題して、グローバルに活躍でき
る人財を育成する研修や交流プログラムを紹介
し、財務・非財務の両面を含めた企業価値を利
害関係者に発信している（7）。オムロンの『統合
レポート』（2012年版よりアニュアルレポート
と企業の公器性報告書を統合）では「企業は社
会の公器である」との基本理念の下、企業理念
経営を推進する観点から統合報告に取り組む意
義を説明している。そこでは株主、取引先など
との誠実な対話を通じて信頼関係を構築するス
テークホルダー経営を宣言し、経済的価値と社
会的価値をバランスよく高めて長期的な企業価
値の最大化を目指している。共通していること
は経済活動とCSRを結びつけた戦略的事業とし
て取り組み、企業価値創造の向上を目指してい
ることである（8）。

しかしながら、すべての企業が統合報告書
またはCSR報告書を発行しているわけではな
い。CSR報告書を発行しているからといって
CSRへの取り組みが評価されるわけではない。
企業によっては従来のCSR報告書にアニュアル
レポートを加えただけの企業もあり、内容につ
いては概念的か形式的な記述が多く、具体的な
取り組みとその成果や課題がわかりにくいもの

ルレポート、決算書、CSR報告書などを１冊の
統合報告書として取りまとめ、開示と対話に
よって企業の将来像を描写していることに特徴
がある。これまでは多くの企業が報告書を何冊
も発行したことによって情報が分散した。機関
投資家からすれば、CSRと業績の関係が不明瞭
でわかりにくかったことが指摘できる。

企業が自主的に発行するCSR報告書やサス
テナビリティ報告書の発行は年々増えてきてい
る。環境省によれば、CSRを含む環境報告書を
公表する日本企業の数はおよそ1000社にのぼ
るが、数年前からアニュアルレポートにまとめ
る企業が増加している。武田薬品工業、豊田自
動織機、オムロン、村田製作所、昭和シェル石
油、ベネッセホールディングス、AGC、セブ
ン＆アイ・ホールディングスなどは１冊の統合
報告書として公表している。日立製作所は統合
報告書、サステナビリティレポートのほかに

『日立SDGsレポート―2030年に向けた日立の
サステナビリティへの取り組み―』を2018年
４月に初めて発行し、医療機器や金融システム
などの各事業と17の目標との関連性を明示し
ている（6）。このほかにも化学メーカーや製薬会
社などの会員企業で構成される日本化学工業協
会は2017年５月に化学産業のSDGsビジョンを
策定した。各企業が日本の強みである革新的技
術、製品、問題解決力を活かし、さらなる発展
に向けた事業活動と持続可能な開発への貢献の
両立を目指したものとなっている。

企業が持続可能な発展に取り組む情報を公
表する契機になったのは2006年４月、国連が
責任投資原則を公表したことに遡る。責任投資
原則とは国連が機関投資家に対し、投資基準
を環境・社会・ガバナンスといったESGに配慮
した企業に投資を実施するというものである。
責任投資原則の中でESG要素の考慮が投資パ
フォーマンスに影響する可能性が示されたこと
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つながったと指摘されている。
ESG投資に似た概念としてはSRI（Socially…

Responsible… Investment：社会的責任投資）と
いう用語がある。定義の違いについては論者に
よって異なる説明があるが、SRIは倫理的な価
値観（タバコ、アルコール、ギャンブル系は投
資対象外）を重視することが多いことに対し、
ESG投資は長期的にリスク調整後のリターンを
改善する効果があるといわれている。ある特
定の企業だけがESGに関わる取り組みを行うの
ではなく、すべての企業がESGに関係し、ESG…
の非財務情報が企業の業績と結びつくという考
え方である。このような考え方はCSRと企業の
業績についても指摘され、CSRは長期的には業
績にリンクするといった先行研究がある（11）。

SDGsに賛同する企業が17の目標のうち自社
にふさわしいものを戦略的事業として取り込
み、企業価値の向上を目指している。SDGs、
ESGに関連して、昨今のコーポレート・ガバナ
ンス改革のキーワードとしては稼ぐ力、無形資
産、企業価値、中長期的投資、攻めのガバナン
スなどがあげられる。政府が旗振り役として推
進してきた背景には持続的な成長を通じた中長
期的な企業価値向上、企業と投資家の建設的対
話の促進、情報提供、開示が必要であった。複
数の媒体に企業の開示がまたがっており、投資
家にとってはわかりにくいことが指摘されてき
た。そのため、最近ではアニュアルレポートと
CSR報告書を統合した形での統合報告書を任意
で発行する企業が増えてきていることを指摘し
た。

日本での統合報告書の義務はないが、EUで
は2003年、会計法現代化指令により、非財務
情報の開示が規定されている。米国では非財務
情報は統合報告書に規定されており、南アフリ
カ共和国は2010年よりヨハネスブルグ証券取
引所の上場企業に対し、統合報告書を義務づけ

もある。企業は残された経営課題に対し目標設
定を示し、継続的にCSR実践を行っていくこと
が必要である。

統合報告書またはCSR報告書を発行してい
る多くは大会社である。第三者評価（監査法
人）に対する多額な費用がかかることを考慮す
れば、中小企業では毎年発行するのは難しい事
情がある。統合報告書またはCSR報告書は自社
のCSR実践の成果を利害関係者に開示するため
の一つのツールである。企業の中にはCSR報告
書の作成を専門の業者に依頼する企業があるた
め、企業のネガティブ情報を開示しないことが
ある。ネガティブ情報のレベルにもよるが社会
に信頼されるためには経営の透明性を高め、説
明責任を果たしていくことが重要であろう（9）。

ネガティブ情報の開示については第三者評
価のチェックを受けることや社外取締役のイン
タビューを掲載するなどの客観性をもたせると
いった方法がみられる。経営の透明性の議論を
踏まえたうえで企業のストロングポイント、事
業内容の進捗状況、成果と課題などをわかりや
すく開示し、利害関係者を意識しながら経営課
題を改善していくことが検討事項である（10）。

４．�企業価値創造に向けたSDGsとESG
の関係

国連の責任投資原則に署名している機関投
資家は2019年９月１日時点で2372機関である。
資産運用残高は86兆ドル（およそ9284兆円）
以上に達している。日本からは144兆円の公的
年金資産を運用する年金積立金管理運用独立行
政法人をはじめ、企業年金連合会、日本政策投
資銀行、労働金庫連合会、かんぽ生命保険など
74機関（全体の3.1％）が責任投資原則に署名
している。2008年９月15日のリーマン・ショッ
ク後に資本市場で短期的な利益追求に対する批
判が高まったことが責任投資原則の署名増加に
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ている。海外では多くの場合が関連する法律ま
たは証券取引所の規定により、社会的、環境的
な取り組みあるいはESGに関する情報を報告書
で開示することを義務づけている。

昨今、企業の見えない価値としてESG投資の
重要性が増している。コーポレート・ガバナン
スは戦略的に投資するESGに深く関わってくる
ことを経営者は理解する必要がある。コーポ
レート・ガバナンスは企業不祥事に対して決し
て万能薬ではなく、社外取締役の形式要件を整
えれば、企業価値が向上するわけでもないので
今後、注視する必要がある（12）。日本では2015
年６月１日にコーポレートガバナンス・コード
が適用されてから社外取締役は増加傾向にあ
る。しかしながら、社外取締役の人数が増える
ことが取締役会の実効性を高める取り組みにつ
ながるとは言い難い現実がある。かんぽ生命保
険は10名の取締役のうち７名が社外取締役で
あるが、顧客への不適切販売が問題になってい
る。2018年６月１日にコーポレートガバナン
ス・コードが改訂され、任意の指名委員会、報
酬委員会の活用、取締役会における経営者の後
継者計画の監督などに関する内容が拡充した。
特に経営者の選解任に関する事項、後継者候補
育成が課題である。

５．日本企業・団体のSDGsへの取り組み
SDGsへの取り組みとして、外務省は企業、

自治体、NGO/NPO、教育・研究機関、メディ
ア、その他という分類でSDGsへの取り組みを
紹介している。具体的にはSDGs達成に資す
る優れた取り組みを行っている企業・団体を
SDGs推進本部として表彰し、NGO、NPO、有
識者、民間セクター、国際機関の広範な関係
者が集まるSDGs推進円卓会議構成員から成る
選考委員会の意見を踏まえてジャパンSDGsア
ワードが決定されている（13）。第２回ジャパン

SDGsアワードのSDGs推進本部長（内閣総理大
臣）賞は日本フードエコロジーセンターが受賞
している。

取り組み内容を概観すると ｢食品ロスに新た
な価値を｣ という企業理念の下、食品廃棄物を
有効活用するリキッド発酵飼料（リキッド・エ
コフィード）を産学官連携で開発し、廃棄物処
理業と飼料製造業の２つの側面を持つ新たなビ
ジネスモデルを実現した、とある。

国内で生じる食品残渣から良質な飼料を製
造し、輸入飼料の代替とすることで飼料自給率
の向上と共に穀物相場に影響を受けにくい畜産
経営を支援し、食料安全保障に貢献したことが
大きな理由である。日本フードエコロジーセン
ターの飼料を一定割合以上用いて飼養された豚
肉をブランド化し、養豚事業者、製造業、小
売、消費者を巻き込んだ継続性のあるリサイク
ルループ（循環型社会）を構築した、とある。

次いで、SDGs副本部長（内閣官房長官）賞
は鹿児島県大崎町、日本生活協同組合連合会、
一般社団法人ラ・バルカグループが受賞した。
SDGs副本部長（外務大臣）賞はLIXIL、NPO
法人エイズ孤児支援NGO・PLAS、会宝産業
が受賞した。SDGsパートナーシップ賞（特
別賞）は虎屋本舗、大川印刷、SUNSHOW…
GROUP、滋賀銀行、山陽女子中学校・高等学
校地歴部、ヤクルト本社、産科婦人科舘出張佐
藤病院、フジテレビジョンが受賞した。

このように受賞した企業名、団体名、学校
名をみると知名度が高い企業もあれば、低い企
業もある。外務省の狙いは企業・団体の取り組
みを表彰し、オールジャパンとしての取り組み
を推進する意義がある。そのほかにも政府は
SDGs実現に向けて積極的に活動する地方自治
体をSDGs未来都市として選定し、横浜市、鎌
倉市、北九州市などを認定している（14）。

企業の規模に関わらず、SDGsへの取り組み
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せてCSR/CSV経営を実践している。こうした
経緯から伊藤園はこれまでのCSR/CSV体系に
SDGsを2030年までの長期的視野での社会課題
を組み込んだ形として、この体系のさらなる深
化を図っている。

持続可能な社会・環境の実現に向けて伊藤
園グループは経営理念 ｢お客様第一主義｣ に基
づきステークホルダーの信頼を得ることを重視
している。SDGsの内容も踏まえて、本業を通
じた国際規格ISO26000、国内規格JIS…Z…26000
の７つの原則および７つの中核主題への取り組
みを経営に組み込んでいる。世界のティーカン
パニーを目指し、国内および世界で新たな食文
化の創造と生活提案を行い、社会の課題解決と
伊藤園グループの成長を両立させるCSVによ
り、持続可能な社会・環境の実現に貢献すると
いう考え方である。

伊藤園グループではSDGs推進基本方針を
2017年８月に制定している。伊藤園グループ
はCSR/CSVとSDGsの両者の相互関係性を考慮
し、これまでのCSR/CSV体系をSDGsにより補
強していく方針を表明している。特に関係が強
い中核主題に関連づけて試行的に整理をしてい
るところである。

三菱電機グループのCSRの重要課題は企業
理念および７つの行動指針をCSRの基本方針と
し、豊かな社会の実現に貢献するグローバル
環境先進企業を目指しているところにある。
価値創出による貢献としては持続可能性と安
心・安全・快適性の両立を掲げ、17の目標の
うち、目標７のエネルギー、目標11の住み続
けられるまちづくり、目標13の気候変動につ
いて技術シナジー・事業シナジーを通じて価値
を創出し、重点的に取り組んでいくことにより
SDGsの達成に貢献する考え方である。すべて
の企業活動を通じた貢献としてはESGに17の
目標を分類し、強い事業をより強く、技術シナ

を行っている企業はCSRまたはサステナビリ
ティの担当者が経営者、事業部門、中間管理職
と共に社内外で対話を重ねながら、経営者と従
業員がSDGsに対する考え方を共有し、組織の
体制を整え、事業を推進していることが共通的
特徴である。しかしながら、近年、日本企業の
会計不正、自動車などの検査不正、長時間労働

（過労死）、契約社員の雇い止めといった様々な
課題が散見される。多種多様な企業不祥事を一
括りにして原因と対策を求めることはできない
が、目標12の「責任ある消費と生産」（つくる
責任つかう責任）に多く企業が関係しているた
め、経済的、社会的な課題について解決してい
く姿勢が必要である。さらに、中堅、中小企業
におけるSDGs達成に向けた取り組みは限定的
であることが指摘されている。そのことは中間
管理職のSDGsの認知度が低いことと関係して
いる。今後、中堅、中小企業においても企業価
値向上や競争力強化に向けてSDGsの活用を通
じた取り組みの創発が期待されている。

６．日本企業のSDGs実践
SDGsへの取り組みについては日本企業の多

くが経営者のメッセージなどでSDGsの認識や
自社の貢献について言及している。具体的な取
り組みに着手する企業の大半が大会社であるこ
とは指摘したが、ここでは伊藤園グループと三
菱電機グループの事例を見ていくことにした
い（15）。

伊藤園はこれまで企業の社会対応力向
上、共有価値創造に向けて国際標準である
ISO26000をガイドラインとしたCSR体系を導
入している。SDGsの企業への導入では共有
価値創造の考え方が示され、これをビジネス
チャンス面とリスク回避面の両面での活用が
必要と認識して、マイケル・ポーター（Porter,…
Michael…E.）らの提唱するCSV（16）を組み合わ
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の資源を重点的に投入することができ、本業に
即した効率的なSDGsへの貢献が可能となる。

例えば、三菱地所ではまちづくりをテーマ
に社会と共生したまちづくり、環境、先進的
なまちづくりなどをCSR重要テーマとして設定
し、事業を通じた持続可能な社会の実現を目指
している。具体的には災害に強い安全・安心な
まちづくりの推進、業種業態の垣根を越えた交
流を生み出すオープンイノベーションフィール
ドの設置、地域全体で環境負荷を低減し、循環
型社会を目指す地域冷暖房システムの構築と
いった取り組みを進めている（17）。

ユニリーバ・ジャパンは2009年に①社会に
貢献、②ビジネスの成長、③環境負荷の削減の
三つを同時実現することを目指し、ザ・コンパ
スという経営ビジョンを策定した。2010年に
はユニリーバ・サステナブル・リビング・プラ
ンを発表し、製品のライフサイクルから生じる
環境負荷を半減、10億人以上の健やかな暮らし
の支援、数百万人の人々の暮らしの向上など、
50もの具体的な目標を掲げた。水資源の保護
という観点から工場での水利用量半減といった
高い目標を設定し、製品の製造工程や工場内の
レイアウト、手順などを抜本的に見直すことに
より、大幅なコスト削減と使用される水の量の
大幅な抑制に成功している（18）。

７．�日本企業のSDGs実践の課題―ダイ
バーシティ経営の課題―

2018年７月、ドイツのベルテルスマン財団
と持続可能な開発ソリューション・ネットワー
クが156か国のSDGs評価を公表している。それ
によれば、日本は15位（前年11位）であり、上
位からスウェーデン、デンマーク、フィンラン
ド、ドイツ、フランス、ノルウェー、スイス、
スロベニア、オーストリア、アイスランドの順
であった。韓国は19位、米国は35位、中国は54

ジー・事業シナジーイノベーションと位置づけ
て取り組んでいる。

CSRの重要課題とSDGsの考え方ではCSRに
おける４つの重要課題を次のように整理してい
る。①持続可能な社会の実現、②安心・安全・
快適性の提供、③人権の尊重と多様な人材の活
躍、④コーポレート・ガバナンス、コンプライ
アンスの継続的強化をあげ、①と②が価値創出
による貢献につながるようにしている。

三菱電機グループは経営戦略の中で持続可
能な社会と安心・安全・快適性が両立する豊か
な社会の実現に貢献する企業の姿として位置づ
けている。三菱電機グループはSDGsに貢献し
ていくためには分野を定めて注力していくこと
が必要と考えており、三菱電機グループはCSR
の重要課題を特定し、各目標/KPIを定め、目
標達成に向けて取り組みを進めている。社会課
題に対して、企業としてどう貢献できるかとい
う視点を持ってCSRの重要課題を特定し、見直
ししながらSDGsに対してCSRの重要課題への
取り組みを中心として貢献していきたいと考え
ている。

日本企業に共通するSDGsへの取り組みとし
ては次のようにあげられる。①CSR方針や考え
方にSDGsを反映していること、②SDGsを重要
課題分析に活用し、SDGsと事業との関連づけ
を行っていること、③自社の重要課題に機会と
リスクを認識し、SDGsの17目標に取り組み事
例を関連づけていること、④バリューチェーン
に沿って社会課題と自社の取り組みを紹介し、
SDGsへの貢献を関連づけ、製品カテゴリごと
にSDGsとの関連づけを示すなど、多様性ある
取り組みが行われていることである。

このようにSDGsは企業に17の目標、169の
ターゲットすべてに焦点をあてることを求めて
いるわけではない。自社にとっての重要課題を
特定し、関連の深い目標を見定めることで自社
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生まれ、縮小するビール市場に代わる新たな市
場の開拓に成功したケースがある。

一方でダイバーシティ経営、働き方改革を
進めるうえで日本企業の課題の一つがジェン
ダー平等の推進である。日本では1985年５月
の男女雇用機会均等法制定などを通じて、職業
生活におけるジェンダー平等の推進に取り組ん
できた。2015年８月28日には女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律（女性活躍推
進法）が成立し、2026年３月31日までの10年
間の時限立法で施行されている。働く場面で活
躍したいすべての女性がその個性と能力を十分
に発揮できる社会を実現することを目指してい
る。ただし、現状では女性に不利な差別的慣習
や制度が存在していることから単に男女を同等
に扱うだけではジェンダー平等は達成できない
との指摘がある。そのためにポジティブ・アク
ション（積極的改善措置）が必要とされており、
政府は2020年までに女性管理職の比率を30％
にするという目標を掲げている。しかし、目標
にはまだほど遠いのが多くの企業・団体の現状
である。

2018年６月１日に改訂したコーポレートガ
バナンス・コードの取締役会の機能強化では取
締役会におけるジェンダーや国際性を含む多様
性の確保が求められている。経済産業省（2018）
によれば、社外取締役に１名の女性を選任して
いる企業は29.0％、社外取締役に外国人を選任
する企業は5.0％である。取締役会の構成につ
いては不十分であることがわかる。東洋経済新
報社の『役員四季報』によれば、女性役員は増
加傾向にあるが、女性役員比率は4.1％（2018
年）である（20）。政府は第４次男女共同参画基
本計画において、上場会社役員に占める女性の
割合を2020年に10％の目標を掲げている。

取締役会の課題としては経営者の後継者計
画や中長期経営戦略に関する検討が十分になさ

位、タイは59位、ロシアは63位であった。
表１は日本のSDGs評価を示したものである

が、緑、黄色、橙、赤の順番に評価が下がるこ
とを意味している。緑は目標４「教育」であり、
赤は目標５「ジェンダー平等」、目標12「責任
ある消費と生産」、目標13「気候変動」、目標
14「海洋生態系」、目標17「パートナーシップ」
である。例えば、目標13「気候変動」はエネ
ルギー関連の二酸化炭素排出や自動車以外のガ
ソリンエンジンが影響している、と指摘されて
いる（19）。

このように、SDGsは目標５のジェンダー平
等と女性のエンパワーメント、目標８の働きが
いと経済成長、目標10の不平等の是正など、
労働者や企業・団体を対象とした取り組みが求
められている。これらの目標に深く関係して
くるのがダイバーシティ経営である。ダイバー
シティ経営とは多様な人材を活かし、その能力
が最大限発揮できる機会を提供することでイノ
ベーションを生み出し、価値創造につなげてい
る経営を意味している。ダイバーシティ経営を
推進するうえでは多様な労働者がそれぞれの事
情に応じた多様な働き方を選択できるように環
境を整える必要があるため、人材の確保ととも
に働き方改革が重要になる。日本でダイバーシ
ティ経営と働き方改革に取り組むうえで大きな
鍵となっているのが女性活躍の推進であること
が指摘されている。

例えば、女性中心で開発された日産自動車
のコンパクトカーのノートは子どもを抱いて乗
り降りしやすいように85度まで開く後席ドア
を採用したことが受け、ガソリン登録車で５カ
月連続販売台数１位を達成したことが話題に
なった。キリンでは女性が商品企画に関与した
ことで妊娠、授乳中の女性のニーズに応えたノ
ンアルコールビールのキリンフリーや清涼飲料
水の世界のKitchenからといったヒット商品が
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してきた。また、日本企業の課題として、ダイ
バーシティ経営のあり方、展望について検討を
行った。

2030年を期限とするSDGs達成は最終的な
目標ではなく、持続可能な未来の構築に向け
てSDGsの理念への理解を深め、世界中に普及
させるまでの過程に過ぎない。人々の生活に
不可欠な水やエネルギー、Quality…of…Lifeの向
上、誰もがともに成長するための平等な機会
といった人間が生きていくうえでの基本的な
ニーズが満たされるよう持続可能な世界の実現
に貢献していくことが求められている。

SDGsの重要性が中小企業においては認識さ
れていないことも問題である。大会社における
SDGsの認識はその目標に向けての貢献を経営

れていないことがあげられる。取締役会の議論
を充実させるための工夫として、資料の事前送
付や議題の絞り込みなどに取り組む企業が多い
が、日産自動車のゴーン問題とその後のトップ
人事交代を考えると経営者の選解任基準の整備
を検討する企業が急増することが予想される。

８．おわりに
国連の「我々の世界を変革する―持続可能

な開発のための2030アジェンダ―」が掲げた
SDGs策定により誰一人取り残さないという世
界の実現のために大きな変化が生まれようとし
ている。本稿では企業・団体が様々な経済的・
社会的事業を通じて、SDGs達成に向けた取り
組みの一部を紹介し、その特徴について説明を

表１　日本のSDGs評価

（出所）Bertelsmann…Stiftung…and…Sustainable…Development…Solutions…Network（2018）p.248.
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戦略の進捗状況と成果についてのパフォーマン
ス評価は取り組みの改善として国連が想定して
いる目標達成に貢献しているかどうかを把握
し、そのうえで実践していくことが求められて
くる。

企業のSDGsへの取り組みは緒に就いたばか
りであるが、ビジネス機会の獲得、企業価値に
反映させるには評価方法の検証が必要である。
SDGsの取り組みは2030年の目標年までの長
期にわたって求められる。SDGsの視点から事
業活動と市場の課題を見つめ直しながらSDGs
達成を目指していくことが企業の実践課題の
一つである。特に日本企業のSDGs実践として
はジェンダー平等、働き方などのダイバーシ
ティ経営が最重要課題の一つである。

注
（１）… …チャレナジーは風力発電にイノベーショ

ンを起こし、全人類に安心安全な電気を
供給するという考えのもとで事業を行っ
ており、毎年のように台風が訪れるフィ
リピンなど新興国の無電化地域を電化し
ていくことを目指している。

（２）… …ユーグレナはミドリムシ（学名：ユーグ
レナ）を中心とした微細藻類に関する研
究開発、生産管理、品質管理、販売など
を展開している。ミドリムシの特性を生
かし、食料問題、環境問題の新たな解決
法の創出に挑戦しながら多角的な事業展
開に取り組んでいる。

（３）… …ESGとは環境（Environment）、社会
（Social）、ガバナンス（Governance）の
頭文字を取ったものであり、企業の持続
的成長に影響を及ぼす要素と考えられて
いる。

（４）… …詳しくは平田（2018）、青木（2016）を

者がコミットメントしたうえで具体的な自社の
戦略や事業と関連づける傾向がみられた。今後
は目標から貢献までのプロセスを明示し、残さ
れた課題に対してどのような対策を取っていく
のかといったことを示す必要がある。経営活動
の継続的な取り組みとしてSDGsをどう定着さ
せていくかを検討し、必要に応じて新たな事業
戦略を策定し、企業価値創造や新たなビジネス
機会創出につなげられるかどうかが問われてく
る。

そのために企業はSDGsに関わる目的の明
確化と組織横断的な体制づくりが不可欠とな
る。特定の部署が他部署と意思疎通なく個別に
SDGsの取り組みを行っても企業全体にはその
理解度や達成度が浸透してこない。持続可能な
成長に向けた経営体制の構築を進め、グローバ
ルな視点からの利害関係者とのコミュニケー
ションおよびエンゲージメントに積極的に取り
組んでいく必要がある。将来の経営課題を認識
し、その解決に総力をあげて取り組み、SDGs
の目標達成を継続的に目指していくことが社会
のサステナビリティを意識した経営に取り組む
ことになり、企業のサステナビリティの実現に
つながると考えられる。

企業の価値創造経営の観点からいえば、経
済的・社会的イノベーション事業を通じて社会
に貢献していくためのプロセスを経営者が策定
する必要が前提としてある。経営者は社会課題
の解決を目標とした新たなビジネスの可能性を
追求し、経済的・社会的イノベーション事業が
提供する社会的、環境的価値に対して、具体的
かつ定量的なKPIを設定し、その進捗状況を確
認しながら事業を推進していく必要がある。長
期的な視点からSDGsの全17目標について検討
を重ね、次年度に向けた次期中長期経営計画に
サステナビリティ戦略を組み込んでいき、実践
していくことが重要である。サステナビリティ
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示し、環境未来都市構想の基盤を支えて
いる。

（15）… …伊藤園グループの事例については伊藤
園（2018）およびHP（https://www.itoen.
co.jp/）を、三菱電機グループの事例につ
いては三菱電機（2018）およびHP（https://
www.mitsubishielectric.co.jp/）を参考にし
て考察を行った。

（16）… …マイケル・ポーターは経済的価値と社会
的価値を同時実現する共通価値の戦略と
して、Creating…Shared…Valueという概念
を提言している。経済的価値を創出しな
がら、社会的ニーズに対応することによ
り、社会的価値も創出するという考え方
である。共通価値の創造に取り組むこと
によって、新しい資本主義が生まれ、企
業はどう対応していくべきなのかを考
察している。詳しくはPorter,…Michael…E.…
and…Kramer,…Mark…R.（2011）を参照の
こと。

（17）… …https://www.mec.co.jp/j/csr/policy/
management/（2019年12月１日アクセス）

（18）… …https://www.unilever.co.jp/sustainable-
living/sdgs/（2019年12月１日アクセス）

（19）… …詳しくはBertelsmann… St i f tung… and…
Sustainable… Development… Solutions…
Network（2018）を参照のこと。

（20）… …30％…Club…Japanによれば、東京証券取
引所第１部の上場会社のうち、株価指数

（TOPIX）100を構成する企業の女性役
員比率は10.5％（2019年）である。
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社会情報大学院大学 笹　谷　秀　光
The…Graduate…School…of…Information…&…Communication Hidemitsu Sasaya

SDGsとISO26000の関連性に関する一考察
―  SDGsを活用した新たなサステナビリティ・マネジメント体系のために  ―

A…Study…on…the…Relationship…between…SDGs…and…ISO26000
－For…a…new…sustainability…management…using…SDGs－

ABSTRACT
Companies…are… required… to… respond…appropriately… to… social…and…environmental… issues.…
Under…such…circumstances,…the…Sustainable…Development…Goals（SDGs）,…adopted…at…the…
2015…United…Nations…General…Assembly,…places…importance…on…the…role…of…companies.…In…
Japan,…the…Ministry…of…Economy,…Trade…and…Industry…encourages…the…practice…of…“SDG…
management”.…However,… the… introduction…of…SDGs… to… companies… is…not…progressing…
smoothly… due… to… a… lack… of… systematic… understanding… of…CSR… and… SDGs… among…
Japanese…companies.…For… this… reason,… the…author…analyzes…prior…studies… for…systematic…
understanding…of…CSR…and…SDGs,…and…a…report…by…ISO（International…Organization…for…
Standardization）.…Based…on… this,… the…author…will…analyze… the… relationship…between… the…
SDGs…and…the…Guidance…on…Social…Responsibility（ISO…26000）issued… in…2010,…which…
has…an… international…agreement… in… the…field…of… social… responsibility…and…has…presented…
comprehensively…the…implementation…of…social…responsibility.…As…a…result,…the…author…will…
present…a…new…sustainability…management…system…through…the…effective…combination…of…
ISO26000…and…SDGs.

キーワード
SDGs、ISO26000、経営

ている。それをけん引している一つの要因が
ESGである。すなわち、環境（Environment）、
社会（Social）、企業統治（Governance）への
配慮要請が世界的に強まっている。ESG投資家
はＥ、Ｓ、Ｇの各要素の判断にあたり事業会社
のSDGsへの貢献度を一つの指標として使って
いる。この結果、ESG/SDGsは、投資のみなら
ず、取引面でも重要となるほか、五輪・パラリ
ンピック（以下「五輪」と略す）などの官公需、

はじめに
企業は社会・環境への的確な対応が求め

ら れ て い る。 こ の よ う な 中 で、2015年 の
国連総会で採択された「持続可能な開発目
標 」（Sustainable…Development…Goals：SDGs）

『我々の世界を変革する：持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ』（外務省仮訳））（1）は、今
や社会・環境を踏まえたサステナビリティ（持
続可能性）を考えるうえでの重要な要素となっ
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関心の高いミレニアル世代の消費者への対応な
ど、すべてのステークホルダーからの要請と
なった。これは、ESG/SDGsが社会・環境面の
経営判断で重要な要素となったという意味で、
主流化しているといえる。サステナビリティが
株価水準、ブランディング、人材確保すべてに
関係し、まさに経営課題になった。この中で，
経済産業省は、企業がSDGsを活用するSDGs経
営のための「SDGs経営ガイド」を発表しその
実践を促している（2）。

ESG/SDGsへの対応は、ESG投資家に対処す
る一方、関係者にSDGsへの対応も訴求すると
いう経営課題である。そのためには非財務情報
の整理とCSRに関する体系を改めて見直す必要
がある。既存の体系整理の活用で、効率的に対
応できるためである。しかしながら、日本企
業は、CSR、ISO26000、CSV、そしてESGと
SDGsと、次々と海外発の概念や規律が入って
きてこれらを個別に新しいものとして、そのつ
ど理解しようとしている傾向がある。それでは
理解不足に陥るので、筆者は羅針盤を探して体
系をつくっていくべきだと考える。

そこで、本稿では、社会的責任の分野で国
際的合意があり網羅的に社会的責任の遂行に
ついて提示した2010年の「社会的責任の手引」

（ISO26000）を取り上げ、SDGsとの関係性に
焦点を当てて考察する。ISO26000とSDGsの関
係については、ISOが発出している“ISO26000…
and…SDGs”（3）は、ISO26000に即した活動が多
くのSDGsに関連することを示している。この
ように相互に関連する部分は多いが、相互の
関係を分析した先行研究は限られ、例えば高
岡（2015）はISO26000において提起されてい
るCSR課題への対応について，SDGsの多くの
目標に寄与することに繋がるとしている。本
稿では、“ISO26000…and…SDGs”や先行研究を参
照しつつ、2010年発行の「社会的責任の手引」

（ISO26000）を活用してSDGsとの関係を整理
していく。これにより、ISO26000とSDGsの関
連分析から、SDGs活用の効果的なサステナビ
リティ・マネジメントの体系を示す。

１．�「社会的責任の手引」（ISO26000）
とCSR

ISO26000は企業などの組織が社会・環境課
題に向き合ううえでの７つの基本的原則及び７
つの中核主題を示した。この手引は関係者間の
連携・協働（「ステークホルダー・エンゲージ
メント」）を重視し、社会・環境課題対応の組
織内へのいわば「実装マニュアル」ともいえる。
これは法的拘束力のない規格で、いわゆるソフ
トローではあるが、水尾（2014）のいうとお
り最近国際合意がなかなか難しくなっている中
で世界的合意があって網羅性も高く汎用性が極
めて高い。組織全般の手引としてできたが、
CSRのガイダンスになる。国内では日本工業規
格（JIS規格）にもなっていて、政府内の議論
の基準である。

その優れた特徴は、それまでのフィランソ
ロピー（慈善活動）的なCSRではなく、「本業
のCSR」が社会的責任を遂行するうえで基本で
あるとのCSRの定義を示した点である。加え
て、組織が遂行すべき７つの中核主題を示し
た。組織統治に加え、人権、労働慣行、環境、
公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティ課
題への参画及びコミュニティの発展（以下「コ
ミュニティ課題」という）に対処すべきとし
た。７つの中核主題には37の課題があり、こ
れで企業の活動を整理していけば、財務データ
以外の主要要素はすべて盛り込まれる。その責
任部署が集まれば経営幹部の集まりとなる。
これを通じ本業のCSR体系ができあがってい
く効果が、ISO26000の優れたところである。
ISO26000は、内外でデファクトスタンダード
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化が進み、CSRの新潮流となり本業CSRへの切
り替えの契機となった。

２．SDGsと企業の役割
２．１　SDGsの特色

SDGsは2015年９月の国連サミットで採択さ
れた「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ…―我々の世界を変革する―」に記載された
2030年までの国際目標である。その特色は、
地球上の誰一人として取り残さないとの誓いの
もとで、途上国、先進国を問わず取り組み、
政府等のみならず企業の役割も重視している。
ユニバーサルなもので、持続可能な社会づくり
のための共通言語といえる。SDGsは、深刻化
する現下の地球規模課題の分析を踏まえ、持続
可能な世界を実現するための17の目標と169の
ターゲット、230の指標という広範な施策から
構成され、17目標はわかりやすいピクトグラ
ム（絵文字）で表現されている。

SDGsについては17の目標があるが、その構
造を見るとわかりやすい。現下の地球規模課
題を洗い出すと５つのＰが危機に瀕している
という視点で整理されている。５つのＰとは、
People（人間）、Prosperity（繁栄）、Planet（地
球）、Peace（平和）、Partnership（協働）である。
これを解決するための目標を洗い出すと17目
標が必要であるとした。
・…People（人間）：世界の貧困をなくすために、

目標１（貧困）、目標２（飢餓）、目標３（保
健）、目標４（教育）、目標５（ジェンダー）、
目標６（水・衛生）等。

・…Prosperity（繁栄）：続く経済をつくるため
に、目標７（エネルギー）、目標８（成長・
雇用）、目標９（イノベーション）、目標10

（不平等）、目標11（持続可能な都市とまち
づくり）等。

・…Planet（地球）：環境を守り育てるために、

目標12（持続可能な生産と消費）、目標13（気
候変動）、目標14（海洋資源）、目標15（陸
上資源）等。

・…Peace（平和）：SDGsを実現する仕組みのた
めに、目標16（平和）。

・…Partnership（協働）：SDGsを実現する協力関
係のために、目標17（パートナーシップ）。

２．２　ビジネスにおけるSDGs
SDGsでは、その前身の2015年までのミレニ

アム開発目標（MDGs）とは違い、企業の役割
がクローズアップされている。これは、複雑な
課題解決には企業の本業力が不可欠だからであ
る。SDGsは企業経営に次の点で役立つ。①将
来のビジネスチャンスを見極める、②企業の
持続可能性についての価値向上を図る、③ス
テークホルダーとの関係を強化し新たな政策方
向に沿う、④社会課題を理解し安定的な市場を
得る、⑤共通言語として使用し取引先やNGO/
NPOなどとの目的の共有をする、⑥経営陣や
社員が社会課題解決に取り組み経済価値との同
時実現を目指す中で社員モチベーションを向上
させ、有能な人材確保に役立つ。SDGsのプラッ
トフォームもどんどんできてきている。この連
携・協働に参画していくことが非常に大事であ
る。これによりSDGsを推進する主体同士で連
携が進んでいく。そこから、社会課題解決型の
イノベーションが生まれる。

企業経営に有用なSDGsであるが、その認知
度が日本で向上しない要因の一つは、SDGsは
先進国、途上国を含む普遍性が特色であるにも
かかわらず、「Development」が「開発」と訳
されているため途上国を想起させることであ
る。「開発」よりも「発展」と理解するほうが
わかりやすい。また、2010年のISO26000の発
行直後にマイケル・ポーター教授らによって
CSV（Creating…Shared…Value：共通価値の創造）
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３．ISO26000とSDGsの関係性
３．１　�ISO26000の７つの中核主題とSDGsの

17目標の関連性
ISO26000もSDGsも持続可能な社会を目指す

点では共通項が多く、ISO26000の７つの中核
主題とSDGsの17目標も関連性が強い（三輪：
2018）。両者の対比については、高岡（2015）
が経済の持続可能性、社会の持続可能性、
そして環境の持続可能性の目標に分類し、
ISO26000とSDGsとの関連性の分析を試みてい
る。また、ISO26000が重視するステークホル
ダー･エンゲージメントという原則自体がSDGs…
の目標17のグローバル ･ パートナーシップと
理念を共有していると指摘している。

また、“ISO26000…and…SDGs”が両者の対比を
整理し、両者の関係性について、ISO26000に
即して７つの中核主題に取り組むとSDGsの17
目標に幅広く貢献できるとしている。そのうえ
で，17目標に７つの中核主題の37の細目レベル
で、17目標に紐づいている169のターゲットと
関係する項目数で円グラフの形で示して関連性

が提唱され、並行してESG投資が急速に普及し
てきた中で、ISO、CSR、CSV、ESG、SDGs
が日本でも浸透したが、相互の関連性について
理解が進んでいないことも一因であると考えら
れる。

しかし、世界ではSDGs採択とほぼ同時に、
国連グローバル・コンパクト（UNGC）、GRI

（Global…Reporting…Initiative）及び持続可能な開
発のための世界経済人会議（WBCSD）により

『SDG…Compass：SDGsの企業行動指針―SDGs
を企業はどう活用するか―』が発表された（日
本語版は2016年３月に公表）（4）。この内容を見
ると、従来の社会・環境に関する国際的手引と
は異なり、「企業がSDGsを企業経営に組み込む
ことのメリット」がステップごとに明示され、
共通価値の創造（CSV）色の強い内容である。
グローバル企業が指針の作成等をけん引してい
るからである。また、世界ではこのSDGコン
パスを使った経営への浸透が進んでいる。

図１ ‟ISO 26000 and SDGs “（2018)が示すISO26000とSDGs17目標との関連性
出所： https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100401.pdf
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6.4.7… 課題５：…職場における人材育成及び訓練
―＞8.9

次にISO26000でも重視され、SDGsでも経
済・社会・環境課題と関連して重視されている
コミュニティ課題についても、同様の整理をし
てみると次のとおり幅広くSDGsに関連する（図
２、図３）。目標２（飢餓）では2.4、目標３（健
康）、目標４（教育）では4.1、4.3、4.4、4.5、
4.6、4.7、目標９（イノベーション）では9.1、
9.2、9.4、目標11（持続可能な都市とまちづく
り）では11.2、11.3、11.4、11.5、11.6、11.7が
関連する。

以上のようなISO26000とSDGsの目標との関
連性を踏まえて、７つの中核主題の図にSDGs
の17目標を当てはめて、図４を作成した。７つ
の中核主題も相互の関連性に留意して全体的ア
プローチをするよう推奨されており、SDGsの
17目標も相互の関連性と総合的なアプローチ
が必要である。したがって、この図の整理は、
あくまでも主として関連するものに当てはめた
整理である。目標１「貧困」、目標２「飢餓」、
目標10「不平等」、目標17「パートナーシップ」

の強さを分析している（図１）。この結果を見
ると、特にSDGs目標８の「雇用・成長｣ で関
連事項が多くなっている。目標６ ｢水・衛生｣
や目標14 ｢海洋資源｣、目標15 ｢陸上資源｣ で
は７つの中核主題の ｢環境｣ と関連性が強い。
７つの中核主題の ｢人権｣ と関連性が強いの
は、目標１ ｢貧困｣、目標２ ｢饑餓｣、目標５
｢ジェンダー｣、目標10 ｢不平等｣、目標11 ｢持
続可能な都市｣ などである。消費者課題は目標
３「保健」や目標12 ｢持続可能な生産と消費｣
と関連が深い。組織統治では目標16「公正性」
などが関連する。

SDGsと最も多くの関連性があるとしている
労働慣行についてISO26000とSDGs関連を整理
した。労働慣行は主として、SDGs目標８（成
長・雇用）が該当するが、ターゲットレベルで
は、次のようなターゲットと関連している。
6.4.3… 課題１：雇用及び雇用関係―＞8.5
6.4.4… 課題２：…労働条件及び社会的保護―＞

8.7
6.4.5… 課題３：社会対話
6.4.6… 課題４：労働における安全衛生―＞8.8
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などは全般に関連するので図の上に整理してあ
る。この整理により、概ね７つの中核主題を
ベースとしつつ、そこにSDGsの目標を関連づ
けることが可能であり、全体の鳥瞰図的な整理
となる。

筆者としては、ISO26000とSDGsの両者の関
係を次のとおりと考えている。

ISO26000は、企業を含めた組織の社会的責
任の遂行の仕方に関してガイダンスを与えてい
る。これは、SDGsの目指す2030年などの目標
年次を置いたものではなく、組織が社会との接
点を構築するうえでの普遍的な活動の指針を示
しているものである。そこで示された本業で
の遂行という原則はSDGsでも軌を一にしてい
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う）。
これを読んでみると、ISO26000で示され

た社会的責任の企業への導入手順とほぼ同じ
整理がなされている。また、SDGコンパスは
ISO26000の併用を推奨している。

SDGコンパスは、SDGsの17目標は企業に
とってのチャンスである一方、リスク回避にも
使えることを強調する。企業の本業を使い社会
課題を解決しつつ経済価値も見いだしていく共
通価値の創造の戦略に使える。チャンスとリス
ク回避の両面で競争優位が実現して社会課題解
決のリスク回避にもなっていく。詳しくは別稿
に譲るが、これにより、経済価値と社会価値の
同時実現を目指す戦略をSDGsによりバージョ
ンアップできることが企業にとってSDGs経営
の重要な効果であると思料される。

３．３　ISO26000/SDGsマトリックス
サステナビリティ体系の構築には、企業

は、関連概念を整理する必要がある。本稿で
はこの作業の前提となる、ISO26000の７つの
中核主題とSDGsの17目標の整理「ISO26000/
SDGsマトリックス｣ を示す（図５）。３．２で
述べた整理を念頭に、７つの中核主題とその
課題細目を縦軸にする。そして、SDGsの17目
標を横軸に整理してマトリックスをつくる。
SDGsを生かした経営を推進するにあたり、既
存のISO26000に即したCSR体系を活用しつつ
SDGsを当てはめていくことができる。この
SDGs/ISO26000整理を行っておけば、効果的
にSDGsの経営を推進できると考える。

この手順を通じて、ともすれば混乱しがち
な、ISO26000とSDGsの関連を一枚のシートで
まとめることができた。

CSRについても、SDGsについても専門家は
多い。しかし両者を関連づけてわかりやすく整
理し、企業現場で使える方法を示しているもの

る。また、７つの中核主題は2010年時点で洗
い出された内容であり、これをSDGsと当ては
めることにより、2030年の目指した具体的な
目標とのリンクが生まれることになる。つま
り、ISO26000の活動に2030年という時限が設
定された目標が追加されることになる。2010
年に定められた７つの中核主題に、2030年の
目標というダイナミズムが加わる。

SDGsの17目標をISO26000の７つの中核主題
の主に関係しているところにマッピングしてみ
ると、17目標も、ISO26000の７つの中核主題
のいずれかに関係していることがわかる。これ
により、数としてやや多いSDGsの目標を理解
しやすくする効果がある。また、ISO26000の
７つの中核主題との関連性を理解することで企
業が2010年以降に対応してきたISO26000によ
る体系を使いやすくする効果がある。今後、こ
れに即して、これまでのサステナビリティ・マ
ネジメントを再整理していくことができること
がわかった。

３．２　�新たなサステナビリティ・マネジメン
ト体系のためのSDGs／ISO26000整理

企業のサステナビリティ体系の構築に
あたり、筆者は、網羅的で国際合意もある
ISO26000「社会的責任の手引」が有力な羅針
盤になると考えている。ISO26000は、企業な
どの組織が社会課題に向き合ううえでの基本的
考え方や７つの中核主題を示す、社会・環境課
題対応の組織内へのいわば「実装マニュアル」
だからである。一方SDGsの企業への導入のた
めにつくられたものが「SDGコンパス」である。
そこには５つのステップも示されている（第１
ステップ：SDGsを理解する、第２ステップ：
優先課題を決定する、第３ステップ：目標を設
定する、第４ステップ：経営へ統合する、第
５ステップ：報告とコミュニケーションを行
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面で、SDGsとESGが関連づけられる契機の一
つとなっている。
②取引の大きなプラットフォームを提供する企
業（流通大手、基幹製品大手、大規模プロジェ
クト推進企業など）がSDGsを打ち出し始めた
ので、これら企業との取引にはSDGsが重要に
なっていくと想定される。
③自治体でも、SDGs未来都市が政府により60
選定された。
④五輪の調達・運営のルールでSDGsが基準と
して明確になり、政府は「SDGs五輪」と明記
した。2025年大阪・関西万博も、その主たる
目的はSDGsの実現への貢献である。
⑤大学、消費者、NPO/NGOもSDGsへの取り
組みを強化している。特にミレニアル・ポスト
ミレニアル世代がSDGsへの関心を高めている。
⑥メディアでも、日本経済新聞のESGやSDGs
に関するフォーラム、朝日新聞のSDGsへの取
り組みなどがある。

以上の流れの中で、経済産業省では、SDGs
経営/ESG投資検討会を行い、その検討結果と
して「SDGs経営ガイド」を発表した。いよい

がなかった。そこで、筆者が2017年から提唱し
ている方法が、このようなISO26000とSDGsの
マトリックス整理である。日本企業では2010
年発行のISO26000の７つの中核主題と37課題
での整理を終えている企業が多い。したがって
SDGsを当てはめていく作業をスムーズに行い
うると考える。この「ISO26000/SDGsマトリッ
クス」は、ISO26000を生かしつつSDGsを経営
に導入するうえで必要となる新たなサステナビ
リティ・マネジメント体系構築に向けて有益な
一要素となりうると考えられる。

３．４　SDGsの主流化とSDGs経営
SDGsが政府の政策に取り入れられる中で、

さまざまなステークホルダーがSDGsへの動き
を強めており、次の６方面の動きが重要であ
る。
①ESG投資が加速し、特に、世界最大の機関
投資家である年金積立金管理運用独立行政法
人（GPIF）が2015年９月に国連責任投資原則

（PRI）に署名し、ESG投資の推進を明確化した。
GPIFは事業会社にはSDGsの実践を求め、投資
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article-list/

注
（１）… …United… Nations:“Transforming… our…

world:… the…2030…agenda… for… sustainable…
development”,… 70th… session… of… the…
United… Nations… General… Assembly;…
2015.9.25;…New…York.…New…York:…UN;…
2015（Resolution…A/RES/70/1）,＜http://
www.un .o rg /ga / sea rch/v i ew_doc .
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E＞,…
1/5/2019…referred.
…日本語版：「我々の世界を変革する：
持続可能な開発のための2030アジェ
ンダ」（外務省仮訳），＜https://www.
mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf＞，
2019.5.1参照

（２）… …経済産業省「SDGs経営ガイド」＜https://
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（３）… …ISO… “ISO26000… and… SDGs”＜https://
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法人企業統計調査に見る企業業績の実態とリスク

Clarifying…the…Actual…State…of…the…Performance…of…Japanese…Big…Companies…and…Its…Risks:
An…Analysis…Based…on…Financial…Statements…Statistics…of…Corporations…by…Industry

ABSTRACT
The…purpose…of… this…paper… is… to…examine…whether… the…profits…of…Japanese…firms…have…
been…contributing…to…the…enhancement…of…national…economy…by…analyzing…the…transition…
of…the…performance…of…domestic…corporate…enterprises…based…on…the…Financial…Statements…
Statistics…of…Corporations…by… Industry…（Ministry…of…Finance）.… It… is… clarified… that… the…
increase… in…profits… after…2013… is…mainly…due… to… the…decreases… in…depreciation…costs,…
interest…expenses,…and… the…payment…of…corporate… taxes.… In…addition,… this…paper…shows…
that… the… improvement… in…profits…has…disproportionately… resulted… in… a… sharp… increase…
in…dividends… to… shareholders.… It… is…also…argued… that… the… increase… in…dividends… largely…
comes… from…corporate…governance…reforms…promoted…by… the…government…and… that… the…
decreases…in…capital…expenditures…and…employee…salaries…have…caused…the…stagnation…of…
the…Japanese…economy.…Finally,…the…issues…of…corporate…governance…and…business…ethics…
are…explained…from…these…analyses…of…corporate…performance.

キーワード
株主第一主義・コーポレートガバナンス改革・設備投資・従業員給与・株主配当

善などファンダメンタルズは引き続き良好であ
り、消費や投資といった内需は振れを伴いつつ
も緩やかな増加傾向にある（1）」と公表した。

つまり、企業の収益力は向上し、所得環境
も改善し、消費や投資という内需は増加傾向で
あるという。はたして我が国の企業業績や被雇
用者所得は、政府が公表しているように堅調な
のであろうか。本稿では、財務省「法人企業統
計調査」の年次別調査データを分析し、企業業
績とその実態から顕在化するリスク、問題の所

１．はじめに
2019年７月、内閣府は「令和元年度年次経

済財政報告」において、「我が国経済は、アベ
ノミクスの三本の矢による取組を背景に、企業
の稼ぐ力が高まり、雇用・所得環境が改善する
中で、緩やかな回復が続いているが、中国経済
の減速や世界的な情報関連財の生産調整等に
より、2018年後半以降は輸出が低下し、生産
活動の一部にも弱さがみられている。他方で、
高い水準にある企業収益や雇用・所得環境の改
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在を論じる。
企業業績の長期的なトレンドを分析するに

あたって、その変化が大きく表れると想定され
るのが、世界的な金融危機による業績悪化、企
業経営における政治的な枠組みの変化による業
績変化等が考えられる。本稿では、特に企業統
治に関する政治的な枠組みを中心に考察する。
企業統治に関する政治的改革としては、2001
年以降にその強化が行われ始め、2014年以降
には機関投資家の行動規範であるスチュワード
シップ・コード、企業統治の指針であるコーポ
レートガバナンス・コード、この２つの規範と
指針の具体的施策を表した伊藤レポートが策定
され、2015年度は「コーポレートガバナンス
改革元年」と言われた。

以上のような政治的枠組みの時期をポイント
として捉え、次節において企業の「付加価値分
配行動」（2）がどのように変化してきたのかを、バ
ブル経済からリーマンショックを経て現在に至

るまで（1987年-2018年）の期間を時系列に分
析し、それが日本経済の持続的発展に資する付
加価値分配行動となっているのかを考察してい
く。分析にあたっては政治的枠組みの影響を比
較的受け易い資本金10億円以上の大企業の法人
企業統計調査データを取り扱い、コーポレート
ガバナンス改革が企業経営に与える影響、企業
統治に関する先行研究を批判的に考察する。第
３節において付加価値分配行動から顕在化する
日本企業のリスクを国内需要の観点から論じ、
第４節では分析に基づく企業統治や経営倫理観
の問題点、第５節において今後の課題を述べる。

２．�付加価値分配行動の実態（1987-
2018）

図１は、法人企業（資本金10億円以上）の
売上高、一人当りの役員・従業員給与、経常利
益、配当金、設備投資額の1997年を100とした
割合の1987年から2018年までの推移である。

図１．売上高･給与･経常利益･配当金･設備投資の推移（資本金10億円以上、1997年：100）

（出典）
１．財務省「法人企業統計調査」より、1997年をそれぞれ100として作成。
２．全産業（除く金融保険業）、資本金10億円以上、2018年母集団5,026社。
３．平均役員給与（１人当りの役員給与）＝（役員給与＋役員賞与）÷期中平均役員数。
４．平均従業員給与（１人当りの従業員給与）＝（従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生費）÷期中平均従業員数。
５．設備投資＝（当期固定資産＋当期減価償却費）－（前期固定資産）
　　※固定資産：土地、建設仮勘定、その他の有形固定資産、ソフトウェア。
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図１から、経常利益（1997年比2018年319）
と配当金支出（同620）が、2003年以降2008年
のリーマンショック前後を除き、大幅に伸びて
いること、平均役員給与（同132）を除き、売
上高（同107）、従業員給与（同96）、設備投資

（同96）は微増若しくは1997年の水準以下であ
ることがわかる。まず経常利益と配当金が大き
く増加している2003年から2007年と2013年以
降に区分してその増加要因、収益構造の実態を
考察する。

尚、図１の設備投資は、当該年度の固定資
産（土地、建設仮勘定、その他の有形固定資
産、ソフトウェアの合計）に当該年度の減価償
却費を加算し、当該年度の前年度の固定資産

（同）を減算し、算出している（3）。

２−１．2003年から2007年の利益増加要因
まず、経常利益は2003年から2007年に大き

く伸びている。経常利益が増加する要因は売上
高増加、売上原価や人件費を含む販売管理費の
減少、営業外収益増加、営業外費用減少であ
る。この期間の経常利益増加の要因を確認して
おきたい。

売上高は、不動産バブル崩壊後の1992年
から2002年までの前年比伸び率の年平均が
99.5％に対して、2003年から2007年の年平均は
104.4％と伸びている。2008年以降の年平均が
99.7％であることから、図１では読み取りにく
いが、この時期の売上高の伸び率は突出してい
る。因みに2002年から2007年の５年間の売上
高伸び率は124.2％である。

2002年から2007年の売上高の伸びを詳しく見
ると、全産業で伸びているが、業界別では2003
年のイラク戦争の影響で石油価格が高騰した石
油・石炭業や、輸出の増加によるものと考えら
れる鉄鋼業、一般機械、金属製品、輸送用機
械、電気機械・情報通信機械で伸びが著しい。

この時期の世界への輸出総額の伸びは161.1％（4）

と大きく伸びており、国地域別ではアジア、特
に中国、韓国、その他EU、ASEAN諸国への輸
出が伸びている。特に中国に対する輸出は、
2001年11月の世界貿易機関（WTO）加盟をきっ
かけに増大したものと考えられる。このように
この期間の経常利益の伸びの要因として輸出に
よる売上高の増加がまず挙げられる。

次に経常利益増加の要因として、売上高か
ら売上原価を控除した売上総利益の改善が考
えられる。売上総利益額の2002年から2007年
の伸び率は117.5％、売上総利益率は2002年の
20.2％から19.1％へ減少している。仮に2007年
の売上総利益率が2002年と同じだとすれば、
売上総利益額の同期間の伸びは売上高の伸びと
ほぼ一致するため、売上総利益に経常利益を増
加させる要因は考えられない。尚、この時期の
売上総利益率の低下要因は原油価格の高騰によ
るコスト増と考えられる。

次に考えられるのが売上総利益から販売及
び一般管理費を控除した営業利益の改善であ
る。営業利益の2002年から2007年の伸び率は
148.1％と大幅に伸びている。この間の販売管
理費は109.9％、役員給与104.2％、従業員給与
98.0％となっており、売上高の伸びに対して販
売管理費は抑制され、従業員給与の減少等が営
業利益を押し上げていると思われる。

最後に営業利益から加減される営業外収益と
営業外費用の経常利益への影響である。経常利
益の2002年から2007年の伸び率は175.9％と大幅
に伸びているが、営業利益以上の伸びを示して
いるということは、営業外収益の増加、営業外
費用の減少が考えられる。営業外収益はこの期
間171.2％と増加し、営業外費用は98.3％に減少
している。営業外費用の増加に関してはこの期
間の年度末の日経平均株価が7,973円（2003.3.31）
から12,526円（2008.3.31）と157.1％増加して
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と2.8ポイント改善している。売上原価の主
なものは製造にかかる材料費、外注費、労務
費、製造経費である。売上総利益率の改善要因
は様々な要因があるが、生産性向上（第四次産
業革命、IoT：Internet…of…Things）による売上
原価の低減等が考えられる。

しかし、2008年のリーマンショック以降、減
価償却費が年を追うごとに大幅に減少している
ことが見て取れる（図２参照）。製造設備の減
価償却費は売上原価の中の製造経費に含まれ、
設備投資により減価償却費が増えれば売上総利
益率は低下し、設備投資をせず減価償却費が増
えなければ売上総利益率は向上することにな
る。法人企業統計調査データを用いて、売上原
価から減価償却費を控除した売上総利益率を試
算すると、1997年が22.7％、2003年から2007年
の平均24.3％（最も高い利益率2003年25.2％）、
2013年から2018年の平均は24.7％となってい
る。改善幅は1997年と比較すると、2.0ポイン
トの改善であるが、2003年以降では大きく変化
していないことがわかる（5）。

つまり、これは生産性向上により売上総利
益率が改善しているのではなく、現実は減価償
却費が減少していることによる数値上の利益率
改善でしかないと言える。減価償却費は1997
年の100に対し、2018年は80、設備投資の2018
年は96となっており、如何に設備投資が行わ
れていないために、減価償却費が減少している
かがわかる数値であろう。減価償却費は、国内
生産減少、海外生産拡大により、製造業で減少
し、設備が少ない非製造業は増加しているので
はないかとの指摘も想定されるが、1997年と
2018年の比較では製造業86、非製造業77と共
に減少している（6）。

第二に、販売管理費の減少による営業利益
の改善である。1997年の100に対して、2013年
から2018年の販売管理費は平均106となってい

いることから受取配当金が増加したことが考
えられる。営業外費用に関しては、支払利息が
82.7％に減少している。これはこの時期の政策
金利（0.25％）低下による金融機関借入支払利
息負担の減少が影響していると考えられる。

以上のように2002年から2007年の経常利益
の大幅な伸びは、アジア等への輸出増加による
売上高増、売上高増に反して従業員給与の減少
等による販売管理費の抑制、株価や金融政策に
よる営業外損益の増減が経常利益の大幅な伸び
に繋がっているものと推測される。尚、実態の
詳細な増減要因はこれら以外の要因も影響して
いると思われるが、法人企業統計調査で把握可
能な範囲とその時代の概観による分析に留めて
おきたい。

２−２．2013年以降の利益増加要因
2002年から2007年の期間は売上高が大幅に伸

びているために、前項のような経常利益増加要
因の推測が成り立つが、2013年から2018年の経
常利益の伸びはそれ以前に比べると更に増加し
ているにもかかわらず、この期間の売上高前年
比伸び率の年平均は101.7％と微増でしかない。
1997年と比較すると2018年の売上高は107であ
るが、経常利益は319、当期純利益は1,018と驚
異的な伸びである。この傾向は2018年単年度だ
けではなく、2013年から顕著になっている。こ
のような伸びは生産性向上や経費削減、営業外
損益の増減だけでは説明がつかない。何故その
ような利益向上が可能なのだろうか。売上高が
同じで経常利益、当期純利益が増加する要因と
して前項で分析した売上原価、販売管理費の減
少、営業外損益と特別損益の増減、法人税、住
民税及び事業税の減少が考えられる。

まず考えられるのが、売上高から売上原価
を控除した売上総利益の改善である。1997年
の売上総利益率18.6％に対し、2018年は21.4％
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いるが、実際のところ、1997年から2018年の
金融機関借入金は1.1％しか減少していない。
にもかかわらず、支払利息は55.7％も減少して
いる。如何に企業が低金利政策の恩恵を被って
いるかがわかる数値であろう。

最後に、税引前当期純利益から法人税、住
民税及び事業税（法人税等）を控除した当期純
利益の改善である。法人税負担率（法人税等÷
税引前当期利益）は、1997年の63.3％に対し、
2018年は大幅に低下し18.3％となっている。そ
の結果当期純利益は1997年の100に対し、2018
年は1,018となっており、法人税等の負担減少
が、当期純利益増の要因であることがわかる。
但し、リーマンショックや震災による欠損金の
繰越控除により、法人税等の負担が減少してい
る事例も多いと考えられる。

以上のように、2013年以降の経常利益、当
期純利益の大幅な上昇は、減価償却費減少によ
る売上総利益増、支払利息負担減による経常利

る。1997年と比べて販売管理費は増加してい
ることから経費削減による営業利益の改善では
ないことが分かる。

第三に、営業外収益の増加と営業外費用の減
少による経常利益の改善である。1997年100に
対して、2013年から2018年の平均は営業外収
益225、営業外費用58となっている。財務総合
政策研究所（7）は、この時期の営業外収益の増加
要因として純粋持株会社設立による子会社や海
外現地法人からの受取配当金の増加を挙げてい
る。また、内閣府の「平成29年度年次経済財政
報告」では営業外費用の減少を「2000年以降で
は債務残高の減少と金利の低下によって支払利
息が大幅に減少（8）」していることを挙げている。

つまり、営業外収益は受取配当金により増
加し、営業外費用は支払利息の減少により、経
常利益が向上していることが分かる。ここで注
目すべき点は支払利息の減少であろう。上記の
内閣府報告書では「債務残高の減少」を挙げて

図２．減価償却費、金利負担率、法人税負担率の推移（資本金10億円以上、1997年：100）

（出典）
１．図１と同じ、1997年をそれぞれ100として作成。
２．金利負担率＝（支払利息）÷（長期、短期金融機関借入金）×100。
３．…法人税負担率＝（法人税、住民税及び事業税）÷（税引前当期純利益）×100。…2000年前後の大きな変動は会計

制度変更（退職給付会計、金融商品時価会計、事業用土地再評価、税効果会計等）により、特別損益が増減し、
その税務上の損金算入や不算入により、税引前当期純利益と法人税額が変動しているものである。
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益増、そして法人税等の負担減による当期純利
益増が主な要因であると言える。事項にてそれ
らの増減を具体的数値にて確認しておきたい。

２−３．他者依存型経営の実態
図２は1997年を100とした割合の減価償却

費、支払利息（金利負担率）、法人税等（法人
税負担率）の推移である。

減価償却費は2007年までは伸長していたも
のが、リーマンショックを境に減少している
ことが分かる。これは図１の設備投資の推移
が2008年以降減少していることと相関するも
のである。金利負担率は1997年の100に対し、
1990年の212をピークに2018年は45まで低下し
ている。日本銀行の量的質的金融緩和による金
利政策が金融機関借入金利を如何に低下させて
いるかが分かる推移である。法人税負担率も
1998年をピークに減少している。

表１は、図１と同じ資本金10億円以上の全

産業の1997年と2018年との比較損益計算書で
ある。

表１より売上総利益は23.7兆円増加してい
る、主な要因は売上総利益率の改善（18.6％
→21.4％）、減価償却費4.4兆円の減少である。
但し、前述の通り減価償却費を控除した売上総
利益率は1997年比では改善しているが、水準
としては2003年以降大きな変化はない。よっ
て、売上総利益の改善は減価償却費分が設備投
資に分配されていない付加価値分配のアンバラ
ンスと言える。尚、本稿の「付加価値分配のア
ンバランス」とは、企業が生み出す価値が企業
経営における利害関係者（顧客、従業員、取引
先、地域社会、株主等）の一部に偏って分配さ
れることを表している。つまり日本経済の継続
的かつ安定的な発展を可能にする分配のあり方
が「バランス」のとれたものであり、そうでな
いものが「アンバランス」と考える。

次に支払利息は金融機関借入金利の低下に

表１．比較損益計算書（1997年、2018年資本金10億円以上）

… （単位：兆円）

… （出典）
… １．財務省「法人企業統計調査」より作成。
… ２．法人税等に法人税等調整額は含まない。
… ３．▲はマイナス表示。
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員給与に分配されない付加価値分配アンバラン
スの経営と言えるであろう。

２−４．株主第一主義の弊害
経常利益の伸びに対して同じように増加し

ているのが配当金である。配当金額の推移を見
ると、1987年から2001年までの年平均配当金
額は2.9兆円であったものが、2002年以降リー
マンショックを除き右肩上がりで増加してい
る。2002年から2007年の年平均は7.6兆円と
262.1％の伸びである。因みに同期間の従業員
給与総額は95.0％と減少、従業員一人当たりで
は103.5％でしかない。このような大幅な配当
金の増加は、政府の企業経営に関する法制度の
改正も大きく影響していると考えられる。

特にこの時期には、2001年に企業金融の
規制緩和、コーポレートガバナンスの強化、
2002年の委員会等設置会社制度の導入、2005
年会社法改正、2006年四半期報告の制度化な
どが行われた。つまり、政府によるグローバル
金融資本主義における株主第一主義とも思える
政策が行われ始めた時期でもある。また、企業
の資金調達における資本市場からの調達である
直接金融が金融機関借入による間接金融を上回
り、その差が広がり始めた時期、上場会社の株
式保有において外国法人等の保有が個人等の保
有を逆転し、増加し始めた時期でもある。…

図１において、更に配当金が大きく変動し
ているのが、2014年以降の増加である。2014
年 か ら2018年 の 年 平 均16.2兆 円、2018年 は
1997年比620という驚異的な伸び率である。こ
れは2014年以降政府によって推進されたコー
ポレートガバナンス改革による影響であると考
えられる。伊藤レポートにおいては、株主価値
を向上させるためにROE（Return…on…Equity、
自己資本利益率）を８％以上にすることが提言
され、株主との対話・情報開示、欧米に比べて

より3.8兆円減少している。これは低金利の時
代であるから可能なことであり、金融機関への
分配のアンバランスという表現は適当ではない
が、企業努力による収益改善ではないことだけ
は確かである。

最後に法人税等の負担率の減少である（9）。
前述の通り、法人税負担率は1997年63.3％、
2018年は18.3％と大幅に法人税負担率が低減
している。同様に法人税実効税率も1997年
46.36％（10）、2018年29.74％（11）と低下している。
2018年の法人税負担の軽減額を、1997年から
2018年までの法人税負担率の平均値32.7％か
ら試算すると、2018年は6.9兆円（12）の負担減と
なっている。つまり、この金額は国家の税収に
分配されない付加価値分配のアンバランスと言
える。

以上のように、企業業績の主な改善要因
は、設備投資抑制による減価償却費減少額4.4
兆円、金融機関借入金支払利息減少額3.8兆
円、法人税負担軽減による減少額6.9兆円の総
額15.1兆円となる（13）。

この企業業績の改善は、当期純利益率の
1997年から2012年までの平均が1.4％、2013年
から2018年までの平均が5.4％と損益計算書が
示すように、企業業績は大幅に改善しているよ
うに見えるが、実態は、設備投資をすることな
しに先人が投資してきた資産を食い潰している
こと（減価償却費減少）、単なる金融政策上の
金利低下（支払利息減少）、国際競争力を向上
させるという政府の大義名分による法人税減税

（法人税等減少）の結果なのである。
このような企業経営は、設備投資をしてき

た過去の経営者、デフレ対策で金融緩和を続け
ている日銀、法人税引下げ政策を行う政府等の
他の主体からもたらされた経営環境に大幅に依
存し利益を確保する経営、つまり「他者依存型
経営」であり、それらの利益が設備投資や従業
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がら、企業価値をめぐる５つの潮流を示してい
る。それは、①会計制度の改革（国際会計基準
への日本基準の統合）、②株式所有構造の変化

（株式持ち合いの解消）、③M&Aの増加（グロー
バル競争の激化、国内市場縮小・少子高齢化に
よる）、④増える現金保有（株主からの圧力）、
⑤求められる非財務情報の開示（投資家への発
信）である。これらの企業価値をめぐる潮流に
対応することが上場企業には必要であり、その
ための提言が伊藤レポートであると言えよう。

この５つの潮流はすべて、グローバル化し
た金融資本主義によって、もたらされたものだ
ということがわかる。①会計制度の改革はグ
ローバル・スタンダードへの順応、②株式持ち
合い解消は時価主義や金融業の国際化対応、
③M&Aはグローバルな企業間競争、④⑤はグ
ローバルな金融投資への対応である。

本稿の問題意識は、企業は日本経済の持続
的発展に資する経営が重要であるという立場か
ら、株主を重視するグローバル金融資本主義へ
の流れを批判するものであるが、伊藤レポー
ト、伊藤（2014）は、グローバル金融資本主
義に順応し、株主第一主義を助長するものであ
ると言えよう。その意味では双方の評価が一致
することは難しいであろうが、一つ言えること
は現時点においてはROE至上主義では株主第
一主義の企業経営を招き、日本経済の持続的発
展に資する付加価値分配ができなくなるという
ことではないだろうか。

３．�付加価値分配行動から顕在化する
日本企業のリスク

本節において、減価償却費控除前の各利益
要素から見る企業業績、従業員給与減少の実態
を法人企業統計調査等のデータを示し、日本企
業のリスクとして簡潔に論じておきたい。

図３は、営業利益、経常利益、当期純利益

低い利益率の向上が求められた。これらは政府
が主導して株主価値の向上を求めたものであ
り、その結果株主配当として利益還元が促進
されたものであると言えよう。ROEは当期純
利益÷純資産（株主資本）で求められるため、
2013年以降は当期純利益も大幅に伸びた。

株主還元のひとつの手法である自己株式取
得（自社株買い）に関しては、図１には示して
いないが、2003年の商法改正により解禁され、
2004年から会計上は純資産科目としてマイナ
ス表示されることとなった。2004年から2018
年までの15年間での自己株式取得額は18.3兆
円（14）（2018年残高、年平均1.2兆円）、この期間
の配当額の合計は170.8兆円（年平均11.4兆円、
2018年18.9兆円）であり、合計すると189.1兆
円（年平均12.6兆円、2018年19.3兆円）である。
2018年の株主還元額19.3兆円は、当期純利益の
49.5％（配当性向）が株主還元に費消されてお
り、従業員給与総額53.0兆円、当期純利益39.1
兆円、法人税等額8.8兆円と比較しても、その
額の大きさが分かるであろう。この社外流出す
る株主還元の原資の一部となっているのが、前
項にて示した減価償却費減少額4.4兆円、支払
利息減少額3.8兆円、法人税減少額6.9兆円の総
額15.1兆円である（表１．配当金増加額15.9兆
円）。

日本企業においては、従業員給与や設備投
資への分配を抑制し、コーポレートガバナンス
改革により株主と対話しながら、株主利益還元
のために事業を行っていると言えるのではない
だろうか。

伊藤レポートプロジェクトの座長である伊
藤邦雄（2014）は、「企業価値は自ら評価する
ものではなく、ステークホルダー、そのなかで
も特に資本市場で評価される」とし、アジア主
要証券取引所の上場企業の時価総額において日
本が相対的に地位低下していることを考察しな
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図３．減価償却前各利益の推移（資本金10億円以上、1997年：100）

… （出典）図１．と同じ、1997年をそれぞれ100として作成。

益の創造がなされない状況が続けば、日本企業
の体力の低下が懸念される。すなわち日本企業
にとって大きなリスクとなる恐れがあると言え
よう。

図４は、資本金階級別の一人当たりの従業
員給与の推移である。

図１では、資本金10億円以上の従業員給与
は1997年を100として2018年は96であった。図
４の全産業の従業員一人当たりの給与総額にお
いても同様に、1997年頃を境に下降傾向になっ
ている。また、給与から控除される社会保険料
の負担は年々増加しており、厚生年金保険、
健康保険の料率は1997年の10.86％（16）から2017
年は15.05％と4.19p増加しており、差引支給額
ベースでは更に減少している。

企業間の所得格差においては、大企業と中
小零細企業では2018年は1.9倍の格差が生じて
いる。全産業の従業員給与・人員構成は総額
ベース・人数ベースで、各々大企業27.8％・
17.6％、中堅企業18.1％・15.5％、中小零細企
業54.1％・66.8％であり、圧倒的に中小零細企
業の従業員数が多いわけであるが、この中小企
業従業員の給与水準を引き上げなければ、国内

を減価償却費控除前（各利益に減価償却費を加
算）に戻した数値の推移を表したものである（そ
れぞれ1997年を100と設定）。経常利益の推移
は図１と同じものである。

図３より、償却前経常利益（2018年176）は
支払利息の負担率等が低下したことにより、償
却前当期純利益（同216）は支払利息と法人税
の負担率等が低下したことにより、リーマン
ショック前よりも各々利益水準は改善してい
る。しかし、本来の営業上の儲けである償却
前営業利益は直近では伸びてはいるものの、
リーマンショック前（2007年132）と比較する
と、2013年から2018年の平均（121）はリーマ
ンショック前すら回復していない（2018年は
135）。

2017年の大企業の業績において、政府やメ
ディアは企業の過去最高利益計上を大きく取り
上げた（15）。しかし、その実態は減価償却費、
支払利息、法人税等の減少によって実現された
過去最高利益であり、このような企業業績の浅
薄な理解に基づき政治的判断が行われれば、あ
るいはこの状態を良しとしてしまい、設備投資
抑制等により、国内需要の喚起や新たな企業収
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図５は全産業の一人当たりの従業員給与の
1997年を100とした推移（左軸）と全雇用者数の
占める非正規社員の割合の推移（右軸）である。

1986年に労働者派遣法が施行されて以降、

消費の創出は難しいとも言えるであろう。日本
企業全体では中小零細企業の従業員への付加価
値分配がアンバランスになっていると言えるの
ではないだろうか。

図４．資本金別平均従業員給与の推移（全産業）

… （出典）
… １．財務省「法人企業統計調査」より作成。
… ２．全産業（除く金融保険業）：2018年母集団2,815,711社。
… ３．大企業：資本金10億円以上、2018年母集団5,026社。
… ４．中堅企業：資本金１億円以上10億円未満、2018年母集団24,961社。
… ５．中小零細企業：資本金１億円未満、2018年母集団2,785,724社。
… ６．平均従業員給与＝（従業員給与＋従業員賞与）÷期中平均従業員数。

図５．平均従業員給与・非正規社員割合の推移（全産業）

… （出典）
… １．平均従業員給与：図１と同じ、1997年を100として作成。
… ２．全産業（除く金融保険業）、2018年母集団2,815,711社。
… ３．平均従業員給与（１人当りの従業員給与）＝（従業員給与＋従業員賞与）÷期中平均従業員数。
… ４．非正規社員割合：独立行政法人労働政策研究・研修機構「雇用形態別雇用者数」より引用。
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がら日本経済の停滞の要因は、人件費削減に
よる消費減衰、設備投資減少による国内需要
の問題であると早くから指摘していた（Dore：
2000）。彼は、「賃金が上昇しないのは、経営者
マインドの変化、すなわち株主への奉仕を優先
目標にしてきたことに起因」（ドーア：2005）
しているとも論じている。

ドーアが指摘するように企業業績は、「経営
者マインド」によって大きく左右される。企業
経営の使命が企業の存続と発展、利害関係者へ
の価値の分配、それらを可能にする要素として
経営者マインド、つまり経営倫理観が必要で
あると考えると、本稿で示した企業業績の実
態、利害関係者のひとつでしかない株主に偏重
した利益処分は、そのような企業の使命を果た
しているとは言い難い。

企業経営者においては、株主対応や対外的
な企業統治の確立、先が見通せない受注構造な
ど、従来に増して置かれた状況が厳しくなっ
ている。企業を株主第一主義へと誘引してい
るのは、政治的な枠組みであるコーポレート
ガバナンス改革も多く影響しているであろう。
しかし、企業経営者においては、企業収益の実
態、従業員給与の改善や設備投資による国内需
要の喚起の必要性、日本経済の安定的かつ継続
的な成長に資する経営を行うという経営倫理観
の更なる理解と醸成が必要ではないだろうか。

５．今後の課題・おわりに
本稿は企業業績の分析に重きをおいたため

に、具体的な提言は不足している。しかし、
企業業績の実態、株主第一主義となっている
コーポレートガバナンス改革の問題点、設備投
資や従業員給与の減少による日本経済の不安定
さの増大については、その理解や改善の必要性
が示せたのではないだろうか。

今後においては、資本金10億円未満の企

非正規雇用割合は増加し、1996年派遣対象業
務拡大、1999年派遣業種原則自由化、2000年
紹介予定派遣解禁、2004年改正労働派遣法施
行（製造業務派遣解禁等）等の労働者派遣事業
が拡大された時期と相関して、従業員給与が下
落していることがわかる。つまり、非正規社員
の増加は従業員給与に影響を与えており、それ
は従業員給与減少による国内消費の減衰、従業
員の働く意欲の低下による企業業績悪化にも繋
がると言えないだろうか。

４．問題の所在
本稿にて論じた企業業績の分析から明らか

になった問題として次の４点を挙げることがで
きる。第一に2013年以降の利益増加要因は、
設備投資抑制による減価償却費減少、支払利息
減少、法人税負担減少による他者依存型経営の
結果であること。第二に2014年以降のコーポ
レートガバナンス改革と同時に株主配当金が大
幅に上昇し、日本経済の成長につながる従業員
給与、設備投資への分配が殆ど伸びていないこ
と。第三に企業間の従業給与の格差、派遣労働
者などの非正規雇用者が増加していること、第
四にこのようにして創出された利益が株主に偏
重して社外流出しているということは、従業員
給与や設備投資減少の結果でもあり、実質的に
日本経済の停滞に繋がっていることである。

これらの問題の原因としては、政治的な枠
組みである株主重視とも言えるコーポレートガ
バナンス改革、ROE至上主義が挙げられるで
あろう。企業統治に関しては、イギリスでは従
業員重視の指針に改めることが示され、アメリ
カでも株主第一主義見直しの論議が始まってお
り（17）、我が国においても日本経済の成長に繋
がる企業統治への改革が必要である。

イギリスの社会学者ロナルド・ドーアは、
アングロサクソン型の金融資本主義を否定しな
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して、「前期固定資産額」を前年度のデー
タから得る方法と当該年度の「前期末固
定資産」から得る方法があるが、本稿で
は資本金10億円以上の企業をひとつの集
合体と捉え、前者を採用した。尚、1997
年を100とした場合の2018年度の土地を
含まない場合の設備投資は94、前期固定
資産額を当該年度の「前期末固定資産」
とした場合は80となる。

（４）… …財務省貿易統計より、2002年から2007
年の輸出総額の伸び率。

（５）… …法人企業統計調査データでは減価償却費
の製造原価と販売管理費での区分がない
ため、すべての減価償却費を売上原価か
ら控除して試算した。

（６）… …本分析にあたって過去の減価償却費の会
計変更（建物の定額法限定等）は加味し
ていない。

（７）… …財務総合政策研究所調査統計部（2017）
「平成28年度年次別法人企業統計調査結
果と調査からみた企業動向」６頁。

（８）… …内閣府（2017）「平成29年度年次経済財
政報告」13頁。

（９）… …ここで述べる「法人税負担率」とは損益
計算書から概算で導かれる法人税等額÷
税引前当期純利益の割合、「法人税実効
税率」とは実際の国と地方自治体の法人
税の税率を合計したものである。法人税
額の計算は会計上算出される当期純利益
と法人税法上の所得金額には加算減算が
あるため一致せず、実際の法人税実効税
率は損益計算書からは導き出せない。

（10）… …総務省ウェブサイト＜ht tp : / /www.
soumu.go.jp/main_content/000342746.
pdf＞最終閲覧2018年11月22日。

（11）… …財務省ウェブサイト「法人課税に関する
基本的な資料」＜https://www.mof.go.jp/

業、資本金階級別も含めた更なる精緻な企業業
績の分析と問題提起、コーポレートガバナンス
改革の方向性の提起、経営者と従業員の紐帯の
あるべき姿、従業員の働く意義に対する経営者
の経営倫理観の重要性についての提示を目指し
ていきたい。

注
（１）… …内閣府（2019）「令和元年度年次経済財

政報告」６頁。
（２）… …企業の「付加価値分配行動」とは、企業

が事業を行う上で獲得する価値の分配の
ことである。社会的な存在価値を持つ企
業がその存在意義において社会に価値を
有形無形の形で分配することであり、事
業活動で獲得する収益を仕入代金、賃
金、その他諸経費、納税、配当、自社利
益（内部留保）、設備投資として分配す
ることと定義する。これらの分配は社会
一般に新たな価値を生み出すものであ
り、経済的な需要を創出し、日本経済の
持続的発展に資するものである。

（３）… …企業の設備投資の伸び率を見る場合、国
内設備投資と海外現地子会社の設備投
資等を合算して伸長を論じる場合（例
えば、日本経済新聞の設備投資動向調査
等）もあるが、本稿は企業業績の日本経
済への影響を論じることが目的であるた
め、国内での設備投資が時系列に集計
されている法人企業統計調査を用いてい
る。また算出に当たっては、設備投資に
土地も含めている。これは2000年頃から
大企業で行われた不動産証券化スキーム
による本社不動産売却等による固定資産
の減少は財務上のリスクと考えるからで
ある。また設備投資額を計算する方法と
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所得の増加が消費や投資の拡大につなが
るという「経済の好循環」が着実に回り
つつある」と論じている。

（16）… …内閣府「第23回税制調査会」資料参照
＜http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/
zeicho/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/10
/19/27zen23kai6.pdf＞最終閲覧2018年11
月23日。

（17）… …2018年８月20日付け日本経済新聞朝刊
「米経済界「株主第一」見直し―従業員
配慮を宣言」。
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兆円×法人税負担率32.7％）－…2018年
法人税等8.8兆円。

（13）… …厳密には貸借対照表、損益計算書の他の
科目の変化要素を含めた財務分析が必要
であるが、法人企業統計調査では全ての
科目がデータ化されているわけではない
ので、本稿では収益構造を分析するため
に概算で損益計算書の変化を考察してい
る。またこれらの改善要因以外にも売上
高、配当金増等による営業外収益、特別
利益の増加も当期純利益増に繋がってい
る。

（14）… …期中に売買や償却された自己株式は含ま
れないため、実際の自己株式取得額はこ
の金額以上となる。日本経済新聞による
と、2018年度上場企業の償却額の合計が
5.3兆円と前年の約２倍に増え、自社株
買いの額4.5兆円を上回ったとしている

（同紙2019年７月20日朝刊記事）。
（15）… …例えば、2018年５月１日付日本経済新聞

では、「日本企業の「稼ぐ力」がかつて
ない水準に高まってきた。上場企業（金
融除く）は2018年３月期に売上高が約
560兆円と最高を更新し、純利益も約29
兆円と２期連続で過去最高となった･･･

「ニッポン株式会社」の収益力そのもの
が底上げされているのは見逃せない」と
報じた。また、2018年８月に公表された
内閣府「平成30年度年次経済財政報告」
では、「アベノミクス三本の矢、「大胆な
金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間
投資を喚起する成長戦略」により、企業
の稼ぐ力が高まり、企業収益が過去最高
となる中で、雇用・所得環境が改善し、
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経営倫理学会ガバナンス研究部会 中　嶋　康　雄
Japan…Society…for…Business…Ethics…Organizational…Governance…SIG Yasuo Nakashima

第四次産業革命が促す雇用の流動化

Employment…Fluidization…Prompted…by…the…Fourth…Industrial…Revolution

ABSTRACT
Employment…mobility… is…an… important… theme…related… to… the… resolution…of… three… issues…
of…concern… for…Japan’s… future… :the… rise…of…non-regular…employment…and… the… resulting…
increase…in…single…households,…low…labor…productivity,…and…the…decrease…in…the…working…
population…because…of… the…declining…birthrate…and…aging.… It…has…been…pointed…out… that…
many… aspects… of… Japanese… labor… practices… that… have… previously… supported… Japan’s…
growth…are…causing…system…fatigue…and…becoming…obstacles…to…labor…mobility.…Moreover,…
the…advent…of… the…Fourth… Industrial…Revolution…has… shaken… today’s… labor…market…and…
employment…mobility…has…become…an…issue…that…can…no…longer…be…postponed.…Japanese…
firms…should…therefore…proactively…pave…the…way…for…employment…fluidization.…This…paper…
provides… some…proposals… for…how… to… realize…employment… fluidization,…namely,…hiring…
mid-career…or…granting…re-education…opportunities…to…their…employees,…while…maintaining…
Japanese… labor…practices,… as… these…employees…are… still… required… to…financially… support…
their…families.

キーワード
雇用の流動化、非正規社員、日本的雇用慣行、SDGs、第四次産業革命

たしつつあり、それが「雇用の流動化」の障害
となっているとの指摘は学界、経済界等から
言われてきた。しかしながら、「雇用の流動化」
は、過去の歴史においても幾度となく叫ばれて
久しいテーマであったが一向にその壁を突き破
るまでには至っていない。

この研究報告の目的は、はじめに、上述し
た諸課題と、そこから派生する日本社会の将来
的懸念に触れ、その解決になぜ「雇用の流動化」

１．はじめに
安倍内閣の「働きかた改革」の一つ、「転職・

再就職の支援」つまり「雇用の流動化」は、我
が国の将来に憂慮すべき次の三つの課題の解決
と密接に関連する重要なテーマである。それ
は、「非正規雇用の増加と単身世帯の増加」、

「労働生産性の低さ」、「少子高齢化に伴う労働
人口の減少」である。これまで日本の成長を支
えてきた「日本的雇用慣行」が、制度疲労をき
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が必要なのかを問い直してみた。その過程にお
いて「雇用の流動化」の障害となっていると言
われている「日本的雇用慣行」の本質も探って
みた。その上で、第27回研究発表大会の統一論
題でもある「AIやIoT等による第四次産業革命」
の到来は、今日の労働市場環境を大きく揺るが
しており、「雇用の流動化」がもはや先延ばし
できない課題となってきている。我が国は、

「雇用の流動化」をどのように実現していくの
か、日本的雇用慣行との関係を考察する中で最
良の選択肢を模索したい。

２．雇用の流動化の意義
本稿の「雇用の流動化」とは、正規雇用者

の労働市場の流動性を向上させ、労働の効率的
な配置につなげることを意味している。企業が
雇用調整という施策の中で、非正規社員の活用
でもって短期的な需要変動への対応力を高める
ことは、それにより労働コストの調整が容易に
なったとしても、非正規雇用者への人的投資は
乏しく、長期的には生産性の上昇を抑制するこ
とに繋がる。一方、正規雇用者の労働移動の停
滞は、労働市場全体でみると、労働の効率的な
配置を阻害する影響が大きく、正規雇用者によ
る労働の適切な移動と活用がもたらす“労働の
質”の向上こそが経済成長に資するものと考え
る。ただ、雇用の解雇規制緩和でもって正規社
員の雇用の流動性を実現する事は、日本的雇用
慣行が、現実には、我が国の家庭の生活基盤を
支えており、現時点においては時期尚早と考え
る。

３．�「雇用の流動化」が急がれる社会的
背景

３．１　非正規社員の増加と単身世帯の増加
バブル崩壊後の1990年代半ば以降、若者の

間での失業者や非正規労働者が拡大してきた。

NHKが2006年に放映した「ワーキングプア、
働いても、働いても、豊かになれない」は世
間に大きなインパクトを与えた。1990年代に
は２割だった非正規社員は、2017年には2036
万人と雇用者全体の5460万人に占める比率は
37.3％とほぼ４割に近づいた。しかもその中
で、「正規社員の仕事がないとの理由により非
正規社員で不本意ながら働いている人」が273
万人いるとのことだ。何故、非正規労働者が生
まれてきたかについては折にふれ触れていくこ
とになるが、内閣府経済社会総合研究所（ESRI…
Discussion…Paper…Series…No.296）は、我が国
の、特に男性の未婚率の上昇が著しいことに注
目して、その背景には、非正規社員の増大等、
経済の長期低迷にともなう雇用の不安定化や低
所得化があるのではと推測し、未婚男性、特に
非正規社員に焦点を当てて、結婚や家族形成に
対する意識、仕事に対する意識、生活の状況、
就労の状況がどのように関係しているかを客観
的なデータに基づいて分析した。

その調査結果によると、「正社員と非正規社
員では、結婚に対する価値観に大きな違いは見
られないものの、非正規社員は、将来に対する
雇用状況や所得の不安が、結婚に対して消極的
にさせていることが伺える」と報告している。
事実、経済状況を見ると、正社員では、年代が
高くなるにつれ所得は上がっていくが、非正規
社員では、各年代において300万円未満の分野
が７割以上となっており、正規社員と非正規社
員の間に大きな差が見られる。（図表１）

我が国の単身世帯の推移について調べたみ
ずほ情報総研によると、2030年代の男女別年
齢階層別の単身世帯は、2010年代の状況と一
変し2030年代の20代の単身世帯数は、少子高
齢化を受けて男女ともに大きく減少していくが
その一方で、2030年代に男性で最も多くの単
身世帯を抱える年齢階層は50代の181万人とな
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出典：内閣府経済総合研究所、ESRI…Discussion…Paper…Series…No.296

みずほ情報総研（藤森克彦）より、筆者が加工、
2015年は実績値　2030年は国立社会保障・人口研究所の2013年１月推計
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シャやスペインが日本の労働生産性より高いと
いった各国の様々な経済構造等によりその評価
が異なってくることを注記しておく。）

ここで、「雇用の流動化」の視点から、労働
生産性に関わる日本企業の社内失業者の存在の
問題を取り上げたい。リクルートワークス研究
所によると、事業活動に活用されていない「社
内失業」者は、15年に401万人、25年には415
万人に増える見込みという。一方で、17年度
の経済財政白書によると、1986～91年のバブ
ル期には時間当たりの労働生産性の伸びが年平
均3.8％あったのが、12～16年は同0.7％にとど
まっている。（日本経済新聞朝刊、2017・10・
12）社内失業者の存在は、企業内にアウトプッ
トに積極的に貢献しない正規雇用者を抱えてい
ることを意味し、労働生産性を押し下げる要因
となる。

久保克行（2017）は、労働人口が減って
いく中でも日本の企業は、人員を減らしてお
り、企業がすでに企業内の雇用のミスマッチを
調整していることを裏付けていると報告してい
る。（図表３）

日本企業は、法的解雇規制により安易な解
雇は行えず、企業内失業者を抱えたまま、新規
雇用を控えることによって固定費の削減を心掛
けている。このことは、企業にとって、新規雇
用さえも控えざるを得ない環境の中で、「雇用
の流動化」に繋がる中途採用に踏み切ることが
できず、結果として、一旦、非正規社員になる
と、正社員としての雇用の機会が得られないこ
とに繋がっていく。この為、企業にとっては必
要な人材を採用したくても新たな採用を断念せ
ざるを得ず、一方で、労働者の中には仕事への
ミスマッチを感じていても同じ職場に働き続け
るという非効率を生み出している。

一方、日本の労働生産性の低さは、日本の
中小企業（卸売業・サービス業）の労働生産性

る。（女性の場合は、長寿化により80代が最も
多い単身世帯となる。）50代男性で単身世帯が
増加していく最大の要因を、未婚化の進展によ
るものとしており、内閣府の報告と符合してい
る。（図表２－１、－２）

50歳時点で一度も結婚したことのない人の
割合を「生涯未婚率」と呼ぶが、男性の生涯未
婚率は86年までは１～３％台で推移した後、
90年代以降、急激に上昇をはじめ、10年には
20.1％、15年には24.2％となった。そして30年
になると、男性の生涯未婚率は27.6％になると
予測されている。

世帯員ごとに所属する世帯の可処分所得か
ら世帯規模を調整した「等価可処分所得」を算
出したうえで、所得の中央値の50％（貧困線）
未満で生活する人々の割合を相対的貧困率と
いうが、ちなみに厚生労働省「平成25年国民
生活基礎調査」によると、2012年の貧困線は
122万円であり、これに満たない人の割合が相
対的貧困率となる。2012年の単身世帯の相対
的貧困率は、すでに勤労期の20～64歳で、男
性23.2％、女性33.3％と早くも深刻な状況にあ
る。（みずほ情報総研・藤森克彦・2018）

３．２　日本の労働生産性の低さ
日本社会は未曽有の少子高齢化社会に突入

する。それは、増える一方の社会保障負担と減
る一方の生産年齢人口を意味している。この難
問を解決するには、生産性の向上しかない。し
かしながら、日本の労働生産性は主要国７ヶ国

（G7）では最下位、経済協力開発機構（OECD）
35ヶ国の平均値も下回り欧米諸国から大きく
引き離されている。（このOECDの労働生産性
については、例えば、アイルランドやルクセン
ブルク等は、金融を中心とした経済構造のた
めにGDPが大きくしたがって高い労働生産性
を示している国もあれば、失業率が高いギリ
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出典：日本経済新聞朝刊、2017・４・５の久保克行の資料を参考により筆者が作成

出典：日本政策投資銀行、「日本の非製造業の生産性低迷に関する一考察」2015・７レポート

出典：日本生産性本部・生産性総合研究所、生産性レポートVol…6.…滝沢美帆より

‒ 351 ‒



の低さが大きく影響している。滝沢美帆（2019）
によると、非製造業の日本のGDPに占める割
合は、約７割といわれているが、特に米国と比
べ規模の小さい企業の割合が、圧倒的に日本が
高いことをその理由に挙げている。（10人未満
の従業員事業所数シェアーは、米国・50%、日
本・78％）（日本経済新聞朝刊、2019・３・８）

（図表４）また、日本政策投資銀行の2015 ・７
レポートによると、日本のサービス業の労働生
産性は、米国比で６割の水準にしかないと報告
している。（図表５）

３．３　労働人口の減少と少子高齢化
三菱総合研究所は、日本の労働需給は人口

減少や高齢化により一段と逼迫することが予想
され、労働人口は2030年にかけて現在の6450
万人から約450万人減少し6000万人になると予
想している。そして、800万人が、デジタル技
術等で雇用が失われるが、反対に、イノベー
ションにより新たに創造される成長市場へのシ
フトが求められる労働力は、350万人と見込ま
れている。このために、350万人以上の雇用移
転がスムーズに行われないと、労働力不足が成
長の制約となる恐れがある。それは、単なる労
働力の数合わせではなく、将来必要とされる仕
事のニーズにあった、それに必要なスキルを身
に着けた労働者が求められる。350万人以上も
の雇用移転がスムーズに行われるには、「雇用
の流動化」とそれを支える健全な労働市場なし
には成り立ちえない。

労働人口の減少に伴い、雇用条件による企
業の選別が始まり経済条件で見劣りする業種
は若年層の採用に苦戦することが予見される。
これは、労働生産性が低くしかも小規模な中小
企業では人が取れないことが現実のものとなる
恐れを意味している。中小企業こそ、後に述べ
るデジタル化による技術革新を積極的に取り入

れ、人材不足を補うと同時に生産性をさらに引
き上げ、ひいては新たなビジネスチャンスを掴
むことによってこれらの人材の受け皿になるこ
とが求められる。

４．先行研究
矢代尚宏（2017）は、衰退分野から成長分

野への労働移動の促進は経済成長に貢献すると
して、同一職種間の転職が不利にならず、自ら
の仕事の能力に見合った適材適所の職場への円
滑な転職が可能な環境を整えることの必要性を
訴えている。低成長期の労働市場では、長期雇
用補償や年功昇進・賃金を保証することはもは
や困難であり、結果として、無限定の働きかた
の正社員の雇用を不況期にも維持するために、
調整弁としてより多くの有期雇用者を抱える不
都合が生じていると現状を憂い、今日の労働法
に求められるのは、単なる規制緩和や補助金の
拡大ではなく、働きかたルールの明確化であ
り、欧州型の解雇の金銭保証ルールの制定は、
労働者や事業者の契約解消の際の予測可能性を
高めるうえで有意義であると主張している。

山本勲・黒田祥子（2016）は、企業での雇
用の流動性と企業業績との関係を概念図として
示しており、それは逆Ｕ字型になるとしてい
る。つまり、日本的雇用慣行企業に近いタイプ
では、中途採用の活用度を高めると利益率や労
働生産性が上昇する傾向を確認している。そし
て多くの日本企業が逆Ｕ字の形状で見るとピー
クの左側に位置しており、雇用の流動性を高め
ることで利益率が向上する可能性があることを
示唆している。（図表６）

一方で、林雄亮（2008）は、理論的には、
転職行動の増加は労働市場の効率化とジョッ
ブ・マッチングの向上という意味から肯定的に
とらえられてきたが、実際の転職行動には転職
後の賃金低下やキャリアー形成の阻害となる
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効に機能した。企業は、勤勉で忠誠心の高い
同質な労働者を安定的に採用し、労働者に企業
内教育を通して彼らの技術技能を磨く機会を
与え、それが生産性の向上に繋がり高度成長を
支えてきた。年功制賃金や終身雇用制度は、安
定した報酬と将来の生計を従業員に約束した。
このため、日本的雇用慣行は、会社にとっても
従業員にとってもメリットのある仕組みであっ
た。

その後、グローバル化の波が押しよせ途上
国との競争を強いられ、さらに円高が追い打ち
をかけると、徐々に、日本企業は、日本的雇用
慣行の、年功制賃金、終身雇用等が逆に高コス
ト体質となり維持が困難になってきた。この
為、低賃金の労働力を求めて海外へと生産拠点
を移し、一括新卒採用を抑え、能力給が導入さ
れていった。そして、1980年代のITバブル崩
壊、リーマンショックを受けて、業績の急激な
変化に対して随時解雇が可能な非正規社員の採
用で景気の波を乗りきろうとした。

濱口桂一郎（2009）は、日本的雇用慣行の
本質を、「雇用契約」の性質にあるとみて次の

可能性が存在しているとして、転職が労働者に
とって現実問題としてリスクの大きな決断であ
ることを検証している。

井上智洋（2017）は、汎用人工知能が実現
普及したときに、オックスフォード大学のカー
ル・フレイとマイケル・オズモンドの「雇用の
未来」という論文から、アメリカの労働者の約
半分近くが従事する仕事が、10年～20年後に
70％の確率で機械によって代替可能となると
している。そして、十分なスキルを持たないた
めに雇用されない人々からなる不要階級が形成
されると予測し、労働が人間の根源的善とみな
すような価値観を是正する「脱労働社会」に言
及し、ベーシックインカムの導入に話を発展さ
せている。

５．雇用の流動性を阻む日本的雇用慣行
５．１　日本的雇用慣行の本質

1970年代、日本的雇用慣行、いわゆる就社
と呼ばれる新卒一括採用、年功制賃金、終身
雇用、定年制、企業内労働組合といった仕組み
は、日本の高度成長期を支えるうえで極めて有
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りに中高年期にはその働き以上の賃金を受け取
ることで長期的な収支バランスをとる一種の企
業内再分配的な貯蓄であるという側面があり、
新卒採用から定年退職までの長期採用が保障さ
れて初めて労働者にとってメリットになる報酬
体系となっている。つまり、転職をすること
は、これまでの既得権をすべて放棄し、将来の
家族の生活生計に対するセーフティーネットの
全くない立場に身を置くことになり、先行研究
において林も示唆している様に、転職はリスク
を伴う決断であり、年齢を重ねるほど難しくな
るが故にそのような行動をとりえないのも至極
当然といえる。これが雇用の流動化を阻害する
最大の要因である。

この結果、一部の正規社員は、仕事内容に
不満があっても、意にそぐわない配置転換を命
ぜられても、仕事量が増え残業を強いられて
も、昇格の見込みが無くなっても、黙々と会社
に帰属し続けた。

従業員が、仕事に生き生きとむきあう度合
い（仕事の活力・熱意・没頭）を示す「エンゲ
イジメント」という指標がある。2016年、IBM
はこのエンゲイジメントの国際比較を実施して
いるが、日本はどの調査でも最下位近辺であ

ように説明している。欧米社会では、雇用契約
でその内容を明確に定めて、その範囲内の労働
についてのみ労働者は義務を負うし使用者は権
利を持ついわゆるジョッブ型に対して、日本の
雇用契約は、その企業のなかの労働を切りださ
ずに、一括して雇用契約の目的にしており、そ
れは、労働者は企業のなかのすべての労働に従
事する義務があるし、使用者はそれを要求する
権利を持つという、いわゆる日本の雇用契約
は、職務ではなくメンバーシップ型といわれる
もので、これが日本的雇用慣行の全ての基本に
あり日本の賃金制度は、それが職務に対応した
賃金ではなく、企業へのメンバーシップに基づ
いた報酬であり、年功制賃金も、生活給といわ
れる諸手当もそのことに由縁している。

５．２　転職の機会を奪う日本的雇用慣行
我が国のこのメンバーシップに基づく報酬

という賃金制度は、欧米社会では、ごく普通と
されている転職の可能性をほとんど奪ってし
まった。なぜなら、このメンバーシップの考え
方は、中高年期の家族の生計費も含めて保証す
る生活給である側面と、若年期にはその働きか
たに見合う分以下の賃金しか受け取らない代わ

出典：2016年度、IBM、エンゲイジメント調査、日本経済新聞朝刊2019・７・１より筆者が編集
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表８．９）
これらの調査報告が、日本的雇用慣行とど

のように関連性があるかまでは検証できない
が、日本の労働者が他国と比較して満足度が低
いことは事実である。

また、企業にて受けてきた社内教育、職業
訓練、OJTにて習得したスキルは、あくまでも
その企業特有の社内スキルの場合が多くその市
場価値は未知数である。加えて自分の職務能力

る。（図表７）
また、バークレーバウチャーズが、世界15

か国の従業員を対象に、職場での「ウエルビー
イング」（身体的・精神的・社会的に良好な状
態）における満足度の調査を実施した。日本は
満足度が世界平均71％より低く最下位の44％
であった。日本は、職場環境については比較的
満足度は高いものの、仕事へのモチベーション
において低いのが特徴と報告されている。（図

図表８・９、バークレーズ、世界における職場でのウエルビーイングに関する「2016年度　Edenred-Ipsos
Barometer…調査」の結果より、2016年５月27日プレスリリースより
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般的な欧米社会では、労働者が年齢の上昇とと
もに必要な生活費、教育費、住宅費などは、賃
金によって十分に賄われないから、それらを社
会保障の対象として国が提供している。ところ
が日本においては、これらの費用は企業が正
社員に支払う生活給の形で賄われてきたため
に、その費用を政府が負担せずに済んできた。
これまでの内閣府や厚生労働省の働きかた改革
と「雇用の流動化」の必要性の議論には、日本
の社会保障制度と日本的労働慣行の関係を論じ
る視点は見られない。

日本と欧米諸国の社会保障支出の国際比較
をGDP比で見てみると、日本の社会保障費
は、主に引退世代の年金、介護、医療が大半を
占め、欧米諸国は、小さな政府を目指す米国を
除き、雇用の不安定化、家族モデルの多様化に
よって高まる現役世代向け社会保障の支出がそ
れなりのウエイトを占めている。（図表11）

をより高く評価してくれる他社への転職を考え
ようにも、そのことを可能にする健全な労働市
場が欧米社会と違い日本には十分に育っていな
い。この労働市場の未成熟も、「雇用の流動化」
を阻害してきた。そして、この労働市場の硬直
化は、社内教育や職業訓練すら受ける機会が少
ない非正規社員に転職の可能性を探る道をほと
んど閉ざすことになっている。（図表10）

IMF2017年度報告書も、日本の労働市場が正
規雇用と非正規雇用の間に二分されていること
が、生産性上昇を阻む一因であることを問題視
し、雇用形態が固定化する中で、安定した雇用
を維持できる正規社員では生産性の向上の誘引
が高まらないし、非正規社員は技術を習得する
十分な機会が与えられていないとその課題を指
摘している。

５．３　雇用の流動化と日本の社会保障
同一労働同一賃金原則に基づく職務給が一

出典：内閣府経済社会研究所、ESRI…Discussion…Paper…Series…No.296
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業方針の柱の一つとして取り入れようとしてい
る。SDGsは、世界を変えるための目標として
“17のGOALS”を定めており、今日世界が直面
している課題が多く含まれている。その中に、
“１．貧困をなくそう”、“８．働きがいも経済
成長も”、“10．人や国の不平等を無くそう”を
掲げている。すでに述べてきたように、日本企
業は、非正規社員を企業の経済的合理性の名の
下に存在させ、そのことにより単身貧困世帯の
増加等、日本社会に将来起こりうる数々の深刻
な問題を、“不都合な真実”として目を背けてい
る。貧困問題は、何も後進国に限った問題では
ない。グローバル化によって他の先進国におい
ても格差問題として各地で大きな摩擦を引き起
こしている。日本の非正規社員の存在も同様の
問題である。関根由紀（2007）は、“貧困は潜
在能力を実現する権利の剥奪”と定義したノー
ベル経済学者アマルティア・センの言葉、「貧
困は、所得の不足に加えて、様々な社会制度か
ら排除され、自己を実現する“人格的自由”を奪
われることを意味する」を照会し、また、二宮
厚美の「正規社員と非正規社員の存在は、国民

６．�経営倫理の視点から雇用の流動化
の意義を確認する

これまで経営倫理というと企業不祥事の観
点からの法令順守、さらにはその上位概念であ
る社会規範や企業活動における誠実な行動につ
いて論じられてきた。しかしながら、今日の
グローバル化によって引き起こされた、人口
問題、貧困問題、社会の分断、さらには、地
球の温暖化やプラスチックごみの環境問題、
等々、幾多の難題が世界規模で発生し、企業の
活動もこれらの諸問題と密接にかかわってきて
いる。企業は、社会の持続的な発展に貢献し、
社会との共生と協調が不可欠となった。つま
り、経営倫理が求めている誠実な企業経営に
は、これらの課題にも真正面から真摯に向き合
う姿勢が社会から求められている。

2015年に国連持続可能な開発サミット
（Sustainable…Development…Goals：SDGs）が採
択されたが、政府・市民団体・ビジネス界の３
つの主体が等しく持続可能な発展に責任を持つ
というものである。日本企業は、企業を“社会
の公器”と捉え、CSRの普及を経て、SDGsを企

出典：国立社会保障・人口問題研究所　社会保障費用統計プロジェクトより
OECD…Social…Expenditure…Database…2014ed
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女性労働者の雇用が奪われる心配があり、ま
た、ルーティンワークを担ってきた非正規社員
が失職するリスクが高くなり、所得階層の二極
化を招くことに繋がる恐れがある。

７．２　�情報化投資に関するこれまでの日本企
業の姿勢

米国と比べると、日本のIT投資への関心が
低いことがよく言われる。岩本は、OECDの、
米国、EU、日本の３ヵ国についての2002年か
ら2014年まで、スキル別の職業ごとの労働者
比率の変化について紹介している。それによる
と、米国の変化が最も大きく、日本が最も小さ
い。米国と比較した日本の特徴は、本来は米国
のように機械化を進めて解雇できたはずのルー
ティーン業務の雇用者でもほとんど解雇してい
ない。さらに、日本は高スキル者の獲得または
養成にほとんど無関心であり続けた。これは日
本の経営者の情報化投資への関心の低さにもよ
るが、日本企業はルーティーン業務を低コスト
の非正規社員に安易に依存出来たこと、また新
卒一括採用とゼネラリストの養成という日本的
雇用慣行において、正規社員がルーティーンと
ノンルーティーンの仕事を様々な組み合わせで
こなしており、ルーティーン業務を機械に代替
させるという動きに結び付かなかったのでは
と、岩本は説明している。（図表12）

７．３　�第四次産業革命がもたらしつつある雇
用環境の変化

中島宏之（2017）は、デジタル化時代の到
来とともに日本の主要産業の競争力が顕著なパ
ターンで低下し、従来の製品間の競争に多段階
競争といわれるハイレベルな競争が付け加わる
パターンの繰り返しが起こっており、あまりに
自前主義にこだわりすぎると、人的資本に想定
外の変貌・弱体化が起き、しかもその弱体化は

内部におこる相互間の“差別関係にもとづく格
差”あるいは“分断的格差”」であるとの説明も
併記して、その不条理さを説いている。非正規
社員の問題は、まさにSDGs…GOALSの「１と
10」に関係する問題である。また、多くの社内
失業者は働き甲斐を失いつつも、転職の機会に
恵まれず、企業はそのことによる生産性の低下
をあえて看過し日本的雇用慣行の呪縛から抜け
出せず放置している。日本の労働者の満足度が
他国と比べ著しく低い事、その結果、生産性の
低下を招くことは、SDGs…GOALSの「８」に
関連する問題である。

７．�第四次産業革命が「雇用の流動化」
にどのような影響を及ぼすか

７．１　�第四次産業革命が将来雇用に与えるイ
ンパクト

野村総合研究所は、前述のフレイ＆オズ
モンドとの共同研究において、技術的に日
本の労働者の49％が10～20年後に66％の確
率で機械に代替可能とする報告書を発表し
た。海老原嗣生（2018）は、実際には、技術
的可能性だけでではなく、費用対効果の問題、
AI的な頭脳部分と手足となる実作業である
メカトロニクスの進化が伴う必要があり、ま
た、人間の作業は様々なタスクが組み合わ
さっておりすべてのタスクを代替しない限り完
全自動化はない、等を掲げて機械代替がそのま
ま進むかどうかに疑問を呈している。岩本晃
一（2018）は、2016年のOECDの機械代替リ
スクの試算を引用し、機械代替リスクが70～
100％の労働者の割合は、ドイツで12％、米国
で９％、日本で７％、OECD平均で９％と紹介
している。このデータの方が現実的とするのが
一般的な見方である。ただ、これまで中間所得
層を形作っていたホワイトカラーの事務職から
機械に代替されていくことが予見され、特に
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る。つまり、現場ではすでに日本的雇用慣行が
徐々に崩れようとしている。

７．４　残っている日本的雇用慣行の強み
一方で、日本的雇用慣行によって培われて

きた様々な強みが、第四次産業革命においても
強みの一部として機能している事実も浮かび上
がっている。岩本は、日本企業の第四次産業に
向き合う姿勢を確かめようと日本企業の製造現
場を訪問した。彼によると、「日本企業は、“人
間と機械の調和を重視する”方向で進められて
いる」という印象を持った様だ。そこには、日
本の人口減少、少子高齢化による現場での熟練
作業員の不足、多品種少量生産による負荷の増
大が背景にあり、新技術の導入は、むしろ現場
にも歓迎され、機械に得意な作業は機械に任せ
ようという雰囲気が見られるということだ。富
山和彦（2017）は、自動車産業は、「熱」「質
量」「耐久性」と戦わねばならないが、この手
のノウハウや技術の蓄積には、必ず材料技術に
行きつき、それは長年の繊細なノウハウの積み
重ねで成り立っており同質的な集団が長時間に
わたって連続的に働いているクローズドな長期
雇用型の組織の方が強いと語っている。

特定組織の内部では意識されにくく、雇用の流
動化を通して企業が人的資本の質を高めていく
ことが必要と述べている。

すでに技術者の間では、メーカーから技術
者派遣会社に転職する技術者が増えていると聞
く。その背景には、技術者は一社だけで勤め上
げても自分の技術がすぐに陳腐化していくこと
を危惧し、メーカーは終身雇用の技術者だけで
は現場が成り立たなくなっていると認識し始め
ており専門知識や技能を持つ派遣社員を即戦力
として迎えたいというニーズが企業の間で高
まっているようだ。　

技術革新の流れが早く、人材の内製は容易
ではなくなってきた。時間をかけて人を育てる
余裕がなくなり、外部から人材を獲得する動き
が徐々に増えてきた。企業は同質な人材ばかり
ではもはやイノベーションを生むには限界を感
じ始めている。さらにIT人材の不足がこのこと
に拍車をかけている。AI関連技術を手掛ける
スタートアップ企業や外資系企業が、厚遇で
もって優秀なIT人材の採用に動いている。この
為、日本的雇用慣行を原則維持してきた企業と
いえども一部には、給与システムを見直すこと
によってこれらの人材を厚遇で迎え始めてい

岩本晃一「AIと日本の雇用」より、出典：Job…Polarization…in…the…EU,…Japan,…US,…OECD
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い。①まずは中途採用の実施から、内部留保が
比較的潤沢な企業から、その扉を開くことが求
められる。幸い、山本・黒田が、日本的雇用慣
行の企業の中途採用は業績の向上に資すると報
告している。②新卒一括採用の即時廃止は社
会的影響が大きく、いきなりの実施は難しい
が、段階的に、例えば30歳までを新卒扱いと
することによって新卒者の単年度一発勝負のリ
スクを軽減し卒業後多様な経験を積んだ人材を
積極的に採用する仕組みを考えてはどうだろ
う。③職能給による採用システムも現行の給与
体系と並列して試行してはどうだろう。特に高
度人材の獲得には有効であろう。④私的年金制
度について確定給付型年金を、自ら運用する確
定拠出年金に転換し、労働者の移動に伴う企業
間でのポータビリティーを高めることは、退職
金がもたらす「雇用の流動化」の障害を取り除
くことに繋がるだろう。⑤企業内で給与格差の
整合性が取れない場合は、別会社の設立も有効
であろう。⑥中途退職希望者には、転職先探し
と再教育履修のために、それに必要な一定期間
の有給休暇を与えるのはどうだろう。⑦柳川範
之（2018）が提唱する“40歳定年制”は検討に値
する。人生100年時代を迎え、次に述べるリカ
レント教育と組み合わせ人生二毛作という生き
方があっても良い。

８．２　提言：労働者すべてに学び直しの機会を
社内教育だけでは今の技術革新に適応でき

る人材育成が難しくなっている中で、社外教育
を積極的に労働者に奨励する仕組みを経済界全
体で取り組むことが求められる。それは、政府
が唱えている“いつでも学び直し（リカレント
教育）”が可能な社会を実現することである。

内閣府が人的投資額と労働生産性の弾力性
が高まる属性を調べたところ、自己啓発を支援
する制度があり活用されている企業において弾

山本勲（2019）の科学技術振興機構・社会技
術センターのプロジェクト調査によると、AIの
導入を機に労働者に「タスクの高度化」が起こっ
ているが、日本的雇用慣行のもとでは、正規社
員労働者の中にはゼネラリストとして多様なタ
スクに従事する能力を身に着け、配置転換など
に伴うタスクの変化にも慣れた人材が多く、AI
導入によるタスクの高度化をスムーズに受け止
められる素地が見られると報告している。

これらの事実は、新卒一括採用や安定雇用と
いった日本的雇用慣行によって培われた様々な
強みが機能していることをうかがわせている。
筆者は、「雇用の流動化」を促進する立場にあ
るものの、日本的雇用慣行によってもたらされ
る強みの部分までも否定すべきとも思わない。

８．�第四次産業革命に直面する中、雇用
の流動化をどのように実現するのか

８．１　�提言：経済界自ら雇用の流動化促進に
繋がる環境づくりを

厚生労働省は、2018年11月の労働政策審議
会で、同一労働同一賃金の具体的なルールとな
る指針を示し、非正規社員に対してこれまで正
規社員に適用してきた賃金体系の適用を促し
た。しかし、正規社員の待遇を引き下げて格差
を解消することは認めていない。一方で、日本
的雇用慣行の見直しには触れていない。日本的
雇用慣行に基づく給与体系がいまだ多くの労働
者の生活基盤を支えている現実を直視するなら
ば政府の対応もやむを得ない。この為、経済界
は彼らが望む法的解雇規制の緩和でもって「雇
用の流動化」の促進を期待することは今時点で
は難しい。つまり、技術革新の波が押しよせ、
遅々として進まない「雇用の流動化」に強い危
機感を持っている経済界は、彼ら自身が、日本
的雇用慣行を維持しながらでも雇用の流動化に
繋がる仕組みを模索するしかその歯車は廻せな
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指数が高いことを報告している。（図表15）
この為、５月17日の教育再生会議では、AI

時代を担う人材教育として、文系・理系の垣根
なく全学生が、AI・数理・データサイエンス
の基礎的素養を身に着けること等が決まった。
また、2020年度から小学校にプログラミング
教育が必須化される。AI教育には、柔軟な思
考力、構想力、想像力が求められるが、これら
は小学生の頭が柔軟なうちから鍛えられること
が望ましく、IT先進国といわれているイスラエ
ルが長年にわたって小学校からプログラミング
教育を取り入れてきたことを参考にしたい。

内閣府は、他の先進国と比較すると、日本
の大学・大学院が産業界の期待に教育が十分
こたえきれていないとも指摘している。（図表
16）企業における自前主義だけでは、時代の

力性が高い。（図表13）
しかしながら、同じく内閣府の「国際比較に

よる学び直しの機会の比較」では、日本は欧米
社会と比べてその機会が極端に低い。（図表14）

この学び直しの機会は、非正規社員にも平等
に与えることが求められる。労働人口の減少に
より人手不足が心配される経済界にとっては、
優秀な非正規社員を取り込む機会であり、その
必要性と社会的意義は十分に認められる。

８．３　�提言：日本の大学教育に時代の要請に
合ったカリキュラムを

経済産業省によると2015年時点で約17万人
のIT人材が不足しており、2030年には約59万
人程度まで人材の不足規模が拡大するとしてい
る。英国ヘイズ社は、日本が最もAI人材不足

出典：内閣府平成30年度年次経済財政報告－「白書」：今、Society…5.0の経済へ－

出典：内閣府平成30年度年次経済財政報告－「白書」：今、Society…5.0の経済へ－より
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９．終わりに
非正規社員の増加に伴う単身世帯の増加

と貧困化問題、労働人口減少による将来の国
富の縮小、第四次産業革命による失業不安、
等々、これらの課題を解決しさらに高度な経済
成長を目指すには、まず正規社員が自由に転
職可能な環境を整え、労働市場全体を活性化
させ、労働者個々の“労働の質”を高めることに
よって乗り越えていくしかない。

第四次産業革命の中心となる人工知能の進
化を、小林雅一（2015）は、ディープラーン
グがなぜそれらの変数（特徴量）を選び出した
か、そこに至る思考回路を人間は理解すること
はできないが、「何かにきづく」という能力が

趨勢に答えられないとすると、教育機関のカリ
キュラムもおのずと職務との関連において時代
のニーズに合ったものを取り入れていくことが
求められる。幸い一部の大学で、本来の専門分
野とAIを二重専攻（ダブルメジャー）の形で
学ぶ動きが広がっている。

一方で、新井紀子（2019）は、AI時代を生
き残るには、基礎基本の学習、つまり読解力と
論理力が最も大事であると説き、例えば、高度
プログラミングで正確な仕様書を書き、それを
実装に繋げていくには読解力と記述力が必要で
あり、技術的スキルの習得といった知識量より
基礎学力の重要さを強調しているのは傾聴に値
する。（日本経済新聞朝刊、2019・６・17）

出典：NHKBS1国際報道「AI人材獲得競争」2019・２・６放送、英国ヘイズ社提供

出典：内閣府平成30年度経済財政報告－「白書」：今、Society…5.0の経済へ－より
World…Economic…Forum…“The…Global…Competitiveness…Report…2017-2018”
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あると述べ、理化学研究所の研究員は、AIに
より人間が気づかないあらたな発見、開発速度
の飛躍的向上、人間が地道にやってきたことよ
りも広大な世界が見えるようになると語ってい
る。つまりAIは、人間社会に無限の可能性を
与えてくれる技術革新である。

ただ、AIにはまだ様々な課題も山積してい
る。AIがなぜそのような答えを出したか説明で
きない…“ブラックボックス問題”、どのような
アルゴリズムを書きどのようなデータからAI
に学習させるか、等そこに人間の恣意性が入る
とAIは人間社会にはやっかいな存在にも変わ
りうる。

我々は人々の幸せのために社会のニーズを
汲み取り、どのような新たな価値を創造すべき
かを考え、AIの学習を通して人がこれまで気
づかなかった新たな選択肢を、人間の持つ感
性、常識、共感、法律、倫理等に基づいて判断
し、AIを有効に活用していくことが求められ
る。

富の源泉が、モノから、知識やデータと
いった無形資産へと移っていく第四次産業革命
においては、働く者の流動性を高め、無形資産
の最大の柱である人材の価値を高め、人的投資
を促進することがその成否を分ける。経済界は
自ら、８章で述べた様々な提言の実践を通して

「雇用の流動化」の歯車を廻すと共に、日本的
雇用慣行の持つ強みの部分は残しつつ、企業と
労働者がともに成長が自覚できる、社会的に公
正で活力ある新たな労働慣行の仕組みを構築す
ることが求められる。企業は必要な時に必要な
人材を獲得し、労働者は働き甲斐のある職場へ
いつでも移動できる仕組みと知恵が企業にも社
会にも求められている。

…
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ABSTRACT
Sustainable…Development…Goals…（SDGs）…were…agreed…at…the…UN…Summit…in…2015.…The…
SDGs…list…specific…17…goals…and…169…targets…related…mainly…to…social…and…environmental…
issues.…From… these,… it… is…up… to…each…company… to…decide…what… to…choose…and…how… to…
execute…them.…
The… purpose… of… this… paper… is… to… present… a…methodology… for… companies… to… select…
specific… individual…activities… from…various… social… and…environmental…problems…and… to…
appropriately…manage… the… individual… activities.…This… paper… classifies… the… corporate…
activities… that… achieve… the… corporate…purpose… into… five… categories… and…explains… that…
appropriate…management… is… applied…by…dividing… the… individual… activities… into… any…of…
five…categories.…Separated…individual…activities…shift…to…other…classifications…according…to…
the…change…of…the…times…and…social…environment.…Thus,…this…paper…presents…a…dynamic…
management…model…that…can…respond…to…those…shifts.

キーワード
「企業と社会」論、SDGs 推進、CSV 等の活動、普遍的 CSR 活動

（組織）に一任する構造を持つ。企業は社会的
課題を解決する主体ではないため、当該構造な
らば、企業で実務を担当する経営者あるいは担
当者（以下、実務担当者）は自社の社会的課題
の取組みに自主的なマネジメントを適用でき
る。すなわち、列挙された社会的課題から、自
社で取組むべき課題を取捨選択し、各々相応す
る具体的な個別活動を策定し、各個別活動に適
切なマネジメントを適用して継続・停止するこ
とができる。

１．本論の背景と目的
本論は、資本主義自由市場体制の民間出資

の私企業（以下、単に企業）を対象とした議
論を行う。近年、企業は、社会・環境問題（以
下、社会的課題）の解決を中核とする様々な
社会からの要請に取組むよう求められている。
特に、2015年の持続可能な開発目標（SDGs：……
Sustainable…Development…goals）が採択された
ことを受け、当該傾向は益々強くなっている。
SDGsは社会的課題を列挙し、対応方法は企業

企業組織の実務担当者がSDGs活動を
マネジメントするための具体的方法論の考察

―  企業の社会・環境問題の取組みに係る統合的な動態的なマネジメントモデルの提示  ―

Consideration…of…Specific…Methodologies…for…Corporate…Managers…to…manage…SDGs…Activities
－Presenting…an…integrated…Dynamic…Management…Model…for…Corporate…Social…and…Environmental…Problems－
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本論は、実務担当者が行う企業の社会的課
題への取組みに係る個別活動の策定・継続・停
止のマネジメントについて、具体的な方法論を
提示することを目的とする。

２．�SDGsを推進するための企業の対応
方法の特徴とその方向性

２．１　�SDGsを推進するための企業の対応方
法について

SDGsを推進するための企業の対応方法は、…
GRI,… the…UN…Global…Compact… and… the…World…
Business…Council… for…Sustainable…Development

（2016） に よ る『The SDG Compass- The guide 

for business action on the SDGs（以下、単にThe 

SDG Compass）』やSDGs経営/ESG投資研究会
（2019）による『SDGs経営ガイド』等で示さ
れている。『The SDG Compass』は「自社の戦
略をSDGsと整合させ、その貢献を測定し、管
理する企業を支援することを目的とする手引
書（The…guide）（1）」とされる。同方法論は、①
事業活動のValue…Chainをマッピングして、17
のGoalの何れかに正又は負の影響を与える影響
領域を特定する、②当該影響領域から主要なス
テークホルダーに対する重要度、企業競争力へ
の寄与、企業にとってのコストやリスク等を基
準に優先順位を決定する、③優先順位に基づき
対応するGoalを定め、各Goalを達成するための
指標と数値目標を策定し、組織単位で数値目標
の設定・実行・達成管理を行う、④到達度等に
関する報告と対話を外部のステークホルダー
等と行うという手順を踏む（GRI,…etc.：2016，…
pp.12-13，p.15）。それ以外に、企業に人権の
尊重（2）との関連で現在の法規制の順守を求め、

「人権のリスクは企業活動のリスクに収斂する」
と警告する（GRI,…etc.：2016,…p.10）。また、優
先順位の決定では、企業の決定や活動により悪
影響を受ける可能性のあるステークホルダーを

それ以外のステークホルダーより優先すべきと
する（GRI,…etc.：2016,…p.13）。内容は後述する
がこれには将来的に法規制化が想定される社会
的課題への対応（以下、将来の法規制の順守）
を優先すべきとの主張が内包されていると考え
られる。

『SDGs経営ガイド』は、Part1「SDGs-価値
の源泉」で、企業にとってのSDGsを「無視す
ることはできない『リスク』を突きつける」と
同時に「未来の市場を創造・獲得するための『機
会』となり得る」と位置づけ、リスクを「企業
の評判が下がる、規制が強化された際に規制に
抵触する、消費者が商品を購入してくれなくな
る」、機会を「事業成長の機会、市場の成長を
牽引、ESGはコストではなく投資」と説明し、
その上で、どの企業もSDGsやESGに取組むと
示唆し、リスク面より機会面に着目する旨を述
べている（SDGs経営/ESG投資研究会：2019,…
p.3,…pp.7-9）。よって、Part2「SDGs経営の実践」
では、ⅰ.長期的視点で社会課題の解決とビジ
ネスを両立させる「SDGs経営」を体現するこ
と、ⅱ.17のGoalと169のTargetから自分たちの
事業と親和性の高い重要課題を特定し、経営資
源を重点的に投入すること、ⅲ.社会的課題の
解決にはイノベーションを通じた技術やビジネ
スモデルを創出すること、ⅳ.評価機関が多面
的で科学的・論理的な評価をすること、ⅴ.長
期的視点を担保するため、SDGsを企業理念
等と紐付け、仕組みとして取組むこと、ⅵ.ス
テークホルダーの理解を得た取組みこそが、社
会課題解決とビジネスの両立を可能にすること
を「価値創造ストーリー」として発信すること
と述べ、機会に関する議論のみを行っている。

（SDGs経営/ESG投資研究会：2019,…pp.21-40）。
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２．２　�『The�SDG�Compass』と『SDGs経営
ガイド』の特徴

『The SDG Compass』は、社会的課題となる
17のGoalから自社で行うべき課題を決定し、各
課題に数値目標を定め、組織レベルで達成管理
を行う点で効率的で具体的なGoalの達成方法を
提示するが、個別活動のマネジメントは主に各
組織の自主性に任せている。『SDGs経営ガイド』
は、企業理念と紐付けて仕組みで運用し、利益
を目的に含む活動を長期的な視点で行うことで
17のGoalや169のTargetを達成する方法を提示し
ており、個別活動のマネジメントに関する議論
は暗黙的に経済活動のマネジメントを適用する
ことで回避している。また、利益を目的に含ま
ず、法的強制力のない将来の法規制の順守を企
業が必ず策定・継続する活動と捉えている。両
方法論共にSDGsの構造に準拠するが、個別活動
の策定・継続・停止に係るマネジメントを議論
の中心にしていないことがわかる。

３．�両方法論の比較による個別活動の
策定に係る企業活動の範囲

両方法論ともSDGsの構造に準拠する議論で
あっても対象となる企業活動の範囲内の活動は
異なっている。よって、本節では両方法論を比
較し、実務担当者が個別活動を策定するために
必要な企業活動の範囲内の活動を明確にする。

３．１　�企業利益の追求を目的に含まない活動
について

現在の法規制の順守については、両方法論
ともにSDGs推進の前提としており、範囲外の
活動と位置づけている。現在の法規制の順守の
個別活動を緩怠した企業は法的罰則や社会的
制裁の対象となるため、SDGs推進の前提とす
るのは当然といえる。個別活動の策定の視点で
は、取捨選択等のマネジメントの対象にならな

いが、必ず策定される以上は範囲内の活動とい
える。当該個別活動は、社会全体の利益の棄損
を防止し、後述する自ら制御できない現在の多
額の損失を比較的安価な現在の費用で回避する
活動といえる。

将来の法規制の順守については、『SDGs経
営ガイド』では現在の法規制の順守と同じ理由
で範囲外、『The SDG Compass』ではステーク
ホルダーに正の影響を与える活動より優先すべ
きとして範囲内の活動となり判断が別れる。実
務面でいえば、将来の法規制の順守の個別活動
を緩怠した企業は、企業の存続に対する潜在リ
スクを抱えることを意味し、特に環境問題では
顕著である。環境問題の場合、事象が認識され
てから法規制が施行される迄に４半世紀以上が
かることが多く、法規制の施行前に当該汚染物
質に起因する死亡、後遺障害、共同体の崩壊等
の不可逆の被害を含む被害が生じ得るからであ
る（3）。当該個別活動を緩怠した企業は、当事者
に金銭で解決できない深い懊悩を与え、法規制
が施行された時点で基本的人権を侵害する存在
と社会から認識され、その信頼を失う。当該企
業は法的罰則に加え、信頼回復のために法的妥
当性を超えた人的補償、原状回復以上の環境整
備、必要以上の再発防止策、マスコミや消費者
の不買運動への対応等の自ら制御できない多額
の支出を求められ、その存続が困難になり得る

（井熊：1999,…pp.60-64）。個別活動の策定の視
点では、潜在リスクの回避のために策定が不可
欠であり、範囲内の活動といえる。将来の法規
制の順守の個別活動は、社会全体の利益の棄損
を予防し、想定できない将来の多額の損失を比
較的安価な現在の費用で回避する活動といえる。

実務面でいえば、２つの活動の以外にも企
業利益の追求も現在から将来にわたる損失回避
も目的に含まない、企業利益と無関係に社会
全体の利益に積極的に寄与する自主的な活動
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４．�個別活動を策定する企業活動の範
囲内の活動の確定− ｢企業と社会｣
論の議論から

４．１　�「企業と社会」論の妥当性及びその採
用について

SDGsは経済・社会・環境の３つの側面への
統合的な対応を目標とするため、個別活動の策
定に求められる企業活動の範囲は、株主のため
に企業利益の最大化を目的とする新古典派経済
学の価値観では網羅できない。よって、本論
は、SDGsの目標となる３つの側面への統合的
な対応を網羅できる「企業と社会」論とその中
心的課題である企業の社会的責任論を踏襲す
る。「企業と社会」論については、新古典派経
済学の価値論に基づく社会システムの限界を指
摘し、「企業と社会の建設的な関係を見出し、
発展させ、指導づけることを課題（Swanson：
1988,…p.506）」とする理論を原点として生起し、
その企業の社会的責任論も市場の失敗を含む社
会的課題の解決を意識しているからである（吉
田：2017,…P.58）。吉田（2017）は、このこと
を下記のように説明している。

「企業と社会」論に係る企業の社会的責任の
概念は、Sheldon（1923）のマネジメントの社
会的責任が起源とされる（高田：1970,…pp.104-
105；森本：1994,…p.6）。同責任では、労働の動
機が新古典派経済学の価値論による「賃金」で
はなく、「興味のある仕事を行うこと」にある
ため、人間的要素を重視した「倫理的」マネジ
メントを行うこと（Sheldon：1923,…pp.84-102,…
pp.289-300）、そして適正な品質の財・サービ
スの提供を市場価格で提供することで共同体
に奉仕し、価格競争のために労働者の安寧に
係るコストを削減しないこと（Sheldon：1923,…
pp.72-74,…P.285）が求められる。Davis（1960,…
pp.70-71）の社会的責任の概念には、公共の福
祉に影響する経済発展について共同体に広範囲

（以下、社会貢献等の活動）も確認される（吉
田：2012）。社会貢献等の活動は、『SDGs経営
ガイド』では範囲外、『The SDG Compass』で
は必ずしも企業へのメリットを求めない（GRI,……
etc.：2016,…p.13）ため範囲内の活動とされる。
企業は社会的課題を解決するための主体ではな
いため、当該活動の個別活動が企業にメリット
を提供できなければ他の範囲内の活動に劣後す
る。しかしながら、適切なマネジメントの適
用により、当該個別活動が企業にメリットを
提供することが確認されている（吉田：2012；
2014）。個別活動の策定の視点では、社会貢献
活動の活動が企業利益と無関係なメリットを企
業に提供し、かつ社会全体の利益に寄与する活
動を範囲内の活動として議論を続ける。

３．２　�企業利益の追求を目的に含む活動につ
いて

両方法論ともSDGs推進が将来のビジネス
チャンスとなり、新たな市場の開拓につなが
ること述べ（GRI,…etc.：2016,…p.4；…SDGs経営
/ESG投資研究会：2019,…p.3）、企業利益の追求
を目的に含む活動を範囲内の活動とするが、開
拓・参入する市場の特性には言及していない。
個別活動の策定の視点では、企業利益への寄与
と社会的課題の解決を達成する以上、範囲内の
活動といえる。企業利益の追求を目的に含む活
動は、市場メカニズムが機能し、企業利益と
社会全体の利益は自動的に整合する。よって、
企業利益の追求のみを目的とする経済活動と
企業利益と社会全体の利益の双方を目的とす
るPorter=Kramer型の戦略的CSRあるいはCSV

（Creating…Shared…Value：共有価値創造）の活
動（4）（以下、CSV等の活動）に２分類できる。
目的が異なる以上、両者のマネジメントにも差
異が生じるのは当然だが、詳細は後述する。
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現代の社会システムが新古典派経済学の価値論
に基づく社会システムに回帰している以上、原
点の「企業と社会」論に回帰することに妥当性
があると論結しており、本論も当該論結に従い
議論を行う。

さて、小林（1977,…p.11）は、企業の社会的
責任の概念が、19世紀末～20世紀初頭の米国
において新古典派経済学の価値観に基づく社
会システムが成立し、「自由企業間の自由競争
が、弱肉強食・適者生存の原理により、巨大企
業を成立させ、それら巨大企業による寡占を生
み出した」ことで「寡占的巨大企業による協調
的競争が行われ、企業の収益追求行為が必ずし
も社会全体の利益を促進しないことが明らかに
なり、また、企業の行動によってもたらせら
れる社会的費用（Social…Cost）の存在が確認さ
れるに至って、自由企業体制の矛盾が明白に
なった」ことに求める。そこで生じた企業と社
会の間のコンフリクトを具体的に列挙し、それ
らが社会的課題となることを示唆した上で、企
業の自発的意思による企業の社会的責任の遂行
が当該コンフリクトを解消するための人為的
努力の一環になると述べている（小林：1978,…
pp.7-8）。同議論が原点の「企業と社会」論を
踏襲し、企業の社会的課題への取組みを意識し
た企業の会的責任の遂行を対象にしているとわ
かる。また、詳細は後述するが、彼は、企業の
目的を達成する企業活動の範囲内の活動を区分
する枠組みとなる「企業のコントロール・メカ
ニズム」の概念を提示し、そこには企業の社会
的責任の遂行も含まれる。よって、本論は、原
点の「企業と社会」論の立場で社会的課題への
取組みを意識した企業の社会的責任論を展開す
る小林（1977；1978）の議論を採用する。

な義務と経済的尺度では測れない人間的価値の
育成と発展に関する義務が要素として含まれる
と述べられている。よって、DavisはSheldonの
議論を継承し、両者とも上述の「企業と社会」
論の考え方と整合することがわかる。

Davis（1960）及びDavis＆Blomstrom（1966）（5）が
提示した「権力と責任の均衡論」は企業の社
会的責任論の根拠となる（高田：1970,…pp.177-
195；桜井：1991,…pp.2-15；森本：1994,…pp.4-
5）。「権力と責任の均衡」とは、企業（経営者）
に強大な社会的権力（social…power）があると
した上で、「企業経営者であろうとその他の集
団であろうと社会的権力を持つ限り、歴史的教
訓が示唆することは、彼らの社会的責任は、社
会的権力と均衡させるべきということである

（Davis＆Blomstrom：1966,…pp.171-172）」と説
明される。換言すれば、「企業の権力が経済的
機能を超えて社会全般に及んでいる現実からし
て、生産に直接関わる環境主体はもとより、そ
れ以外の諸期待をも積極的・自発的に組み上
げ、社会的関与として対応することが、企業自
身の存続・成長、ひいては自由企業体制の維
持にとって不可欠（森本：1994,…pp.35-37）」と
いえる。よって、吉田（2017）は、新古典派
経済学の価値観に基づく社会システムにおい
て、企業利益の最大化を目的とするマネジメン
トの限界を指摘し、企業と社会の適切な関係を
強制力のある法規制よりも、企業の自主的な対
応である企業の社会的責任の遂行によって構築
することを主張する。また、企業の社会的責任
の遂行の論拠を権力と責任の均衡論に求める

「企業と社会」論を「原点の『企業と社会』論」
と規定し、ケインズ経済学の価値に基づく社会
システムにおいて、企業が必ずその社会的責任
を引受けることを前提として、企業の社会的責
任の遂行の方法論を議論する「現行の『企業と
社会』論」と区別する（6）。吉田（2017,…p.70）は、
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４．２　�個別活動を策定する企業活動の範囲内
の活動の確定

小林（1978：pp.11-13,…p.26）は、株主・従
業員・消費者・地域住民・原材料供給者・債権
者・競争者・労働組合・政府・一般大衆等の企
業と利害関係を有する者すべてを「利害関係者
集団」、その中で企業との関係が直接的で、そ
の活動が企業行動を構成する者を「企業参加者」
と規定する。彼は、企業参加者に対して経済的
便益にとどまらない様々な誘因を提供し、企業
参加者からの貢献を得ることで企業は存続する
として、企業参加者が企業からの誘因を提供さ
れるためには企業が存続し、企業が存続するた
めには企業参加者の貢献が必要と述べる。よっ
て、企業の目的は「企業の存続」となる。一方、
企業は社会全体の利益と齟齬する主体として存
在できないため、企業の目的は、企業の存続と
社会全体の利益を整合する企業活動で達成され
る。当該企業活動内の活動は、企業の目的を達
成する活動であり、企業が優先する企業活動と
なる。その場合、第３節で考察した経済活動
とCSV等の活動は市場メカニズムの機能によ
り、企業利益で企業の存続に寄与し、社会全体
の利益と自動的に整合する。現在と将来の法規
制の順守は、現在又は将来の損失の回避で企業
の存続に寄与し、社会全体の利益の棄損を防止
又は予防する。また、３．１で規定した社会貢
献等の活動は、社会全体等の利益に寄与し、企
業利益とは無関係な方法で積極的に企業の存続
に寄与する。よって、企業が優先する企業活動
の範囲内に個別活動を策定する企業活動の範囲
内の５種類の活動が含まれることになる。しか
しながら、５種類の活動のみを対象とできるか
否かの議論は第３節ではなされていない。

小林（1977；1978）の議論を踏襲すれば、
社会に対する企業の責任は「私益と公益を一致
させること」となる。私益は企業の存続、公益

は社会全体の利益を示す。彼は市場メカニズム
の作用する領域内で私益と公益が自動的に一致
するか、作用しない領域内で人為的な手段で一
致させるかで①企業の経済的責任とそれ以外に
区分し、後者の領域内で両者を自律的・自発的
な方法で人為的に一致させるか、義務的・強制
的な方法で人為的に一致させるかで、②企業の
社会的責任と③企業の社会的義務に分け、①～
③を企業のコントロール・メカニズムと規定す
る。現在の法規制の順守は「企業の社会的義務
の遂行」、将来の法規制の順守と社会貢献等の
活動は「企業の社会的責任の遂行」、企業活動
とCSV等の活動は「企業の経済的責任の遂行」
に分類される。企業の社会的責任の遂行は「将
来の法制化を根拠に企業に対応を要請する社会
からの圧力（以下、法規制バイアスという）」
に対応するか否かで２分類され、前者は将来の
法規制の順守、後者は社会貢献等の活動が分別
される。企業の経済的責任の遂行は「企業利益
のみ」を目的とするか、「企業利益と社会全体
の利益の双方」を目的とするかで２分類され、
前者は経済活動、後者はCSV等の活動に分別
される。よって、企業の優先する企業活動の範
囲内の活動は個別活動の策定に求められる企業
活動の範囲内の活動と一致し、５種類に分類さ
れるといえる。

５．�企業の社会的課題への取組みに係る
個別活動のマネジメントについて

今までの議論から、実務担当者が行う企業
の社会的課題への取組みに係る個別活動を策
定・継続・停止するマネジメントとは、①様々
な社会的課題から自社で取組むべき課題を取捨
選択し、相応する個別活動を企業が優先する企
業活動の範囲内の活動で策定すること、②策定
された個別活動を正確に分別し、各個別活動に
適切なマネジメントを適用して継続・停止する
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人為的に一致させるよう主張する。しかしなが
ら、彼自身も認めるようにこのような経営理念
の設定自体は難しいため、本論は吉田（2011,…
p.153）の議論に倣い、企業が自らの社会にお
ける役割分担を認識し、利益を目的に含まない
経営理念を「社会的企業理念」と規定し、小林
の主張する経営理念と置換する。社会的企業理
念は初期の組織文化論では長期的に繁栄する企
業の特徴として認知され（7）、実務面でも多くの
日本企業で確認される概念である（吉田2011,…
p.153,…p.160）。実務担当者は、様々な社会から
の要請すなわち列挙された社会的課題から、社
会的企業理念を価値基準とすることで、自社で
対応すべき社会的課題の取捨選択をマネジメン
トできる。社会的企業理念にもとづくのであれ
ば、企業の社会的責任の遂行に係る個別活動
は、自らの社会における役割分担の範囲内で行
われるため、本業と無関係な分野で巨額な設備
投資を伴う個別活動等の策定は回避され、費
用対効果の高い個別活動の策定が期待できる。
よって、本論は企業の社会的責任の遂行を小
林の定義に倣った吉田（2011,…p.154）の定義
にしたがって、「私益と公益が市場メカニズム
の作用によって自動的には一致しない領域に
おいて、社会的企業理念を通じて、人為的に
しかも自律的、自発的に私益と公益を一致さ
せる活動」と定義し、企業が普遍的に行う活
動であるため、普遍的CSR（Corporate…Social…
Responsibility）活動と呼称する。普遍的CSR活
動の内、法規制バイアスに対応する活動は社
会からの信頼の失墜を予防する活動となるた
め、将来の法規制の順守を予防的な普遍的CSR
活動、対応しない活動は企業利益と無関係に
積極的に企業の存続に寄与する活動となるた
め、社会貢献等の活動を積極的な普遍的CSRの
活動と呼称する。

なお、普遍的CSR活動の定義に倣うと、企

ことといえる。
経済活動の個別活動は、経済合理性のマネ

ジメントが適用され、①で経済活動に分別でき
る活動を策定できる社会的課題が選択される。
これは『SDGs経営ガイド』と同様である。②
の継続・停止も経済合理性のマネジメントが適
用される。法規制の順守は①で社会的課題の取
捨選択の余地はなく、相応する個別活動は全て
策定される。②では義務強制的に継続を求めら
れ、停止はできない。すなわち法規制の順守に
はマネジメントの余地はないことを意味する。
両方法論ともにSDGs推進の前提として範囲外
の活動とした所以といえる。よって、実務担当
者が行う企業の社会的課題への取組みに係る個
別活動の策定・継続・停止に係る主なマネジメ
ントの方法論の対象は、それ以外の３種類の活
動となる。

５．１　�普遍的CSR活動に係る個別活動のマネ
ジメント

（１）…普遍的CSR活動に係る個別活動の策定の
マネジメント

企業の経済的責任の遂行に分類される経済
活動とCSV等の活動は、市場メカニズムの機
能により、私益と公益は自動的に一致する。
企業の社会的義務の遂行に分類される法規制の
順守は義務的・強制的な罰則等により、両者は
人為的に一致させられる。一方、企業の社会的
責任の遂行に分類される将来的な法規制の順
守と社会貢献等の活動は、自律的、自発的か
つ人為的に一致させることが求められる。小
林（1978,…p.26）の議論を踏襲すれば、私益は
企業の存続＝企業参加者の利益、公益は社会全
体の利益＝利害関係者集団の利益を意味する。
両者は重複しても一致しないため、その利益も
必ず一致するとは限らない。そこで、彼は両者
の価値観を統合する経営理念で制御して両者を
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・経済活動
…私益と公益が市場メカニズムの作用によっ
て自動的に一致する領域において、自律
的、自発的に私益と公益を一致させる活動
の内、私益のみを目的とする活動。
普遍的CSR活動は、「社会的企業理念」を価

値基準とすることで企業参加者の利益と全ての
利害関係者の利益を整合する個別活動の策定が
行えることになる。予防的なCSR活動は、社会
的企業理念によって自社に起因する将来的な基
本的人権の侵害に相当するバイアスを認識し、
相当する個別活動が策定されることになる。本
業に依拠した積極的な普遍的CSR活動の個別活
動は、適切なマネジメントを行うことで、従業
員の社会的企業理念の浸透の効果が検証され、
従業員モチベーション向上等の効果も確認され
ている（吉田：2012；2014）。よって、当初か
ら当該効果を狙ったマネジメントによって当該
個別活動の策定が可能であり、実際に実践する
企業も存在する（吉田：2014）。　

（２）…普遍的CSR活動に係る個別活動の運用の
マネジメント

吉田（2011）の議論に倣い、普遍的CSR活
動の個別活動に係る運用のマネジメントを考察
する。一度分別された普遍的CSR活動の個別活
動は、企業利益の追求を目的に含まないため、

業が優先する企業活動の範囲内の５種類の活動
は下記のように定義され、表１にまとめられ
る。各々独自の目的を持つため、目的別に適切
なマネジメントの適用が求められることがわか
る。
・法規制の順守

…私益と公益が市場メカニズムの作用によっ
て自動的には一致しない領域において、法
規を通じて、人為的そして他律的、強制的
に私益と公益を一致させる活動。現在の企業
の基本的人権の侵害と損失回避を目的とす
る。

・予防的な普遍的CSRの活動
…法規制バイアスに対応する普遍的CSR活動。
将来の企業の基本的人権の侵害と損失回避
を目的とする。

・積極的な普遍的CSR活動
…法規制バイアスに対応しない普遍的CSR活
動。社会全体の利益への寄与と企業の存続に
企業利益と無関係な方法で積極的に寄与す
ることを目的とする。

・CSV等の活動（戦略的CSRの活動と同概念）
…私益と公益が市場メカニズムの作用によっ
て自動的に一致する領域において、自律
的、自発的に私益と公益を一致させる活動
の内、私益と公益の双方を目的とする活動。

表１　企業行動のコントロール・メカニズムと個別活動を策定するための企業活動

 

手段 方法 概念

他律的
強制的

企業の社会的義務の遂行

市場メカニズム
私益と公益の一致

企業のコントロールメカニズム
私益と公益を一致させる企業活動

具体的活動

作用しない 人為的

企業の社会的義務 法規制の遵守

自律的
自発的

作用する 自動的 企業の経済的責任 企業の経済的責任の遂行
経済活動

CSV等の活動

企
業
の
責
任

企業の社会的責任 企業の社会的責任の遂行
予防的な普遍的CSR活動

積極的な普遍的CSR活動

（小林（1977）の議論をもとに筆者作成）
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堂の化粧品の動物実験代替法は当初は積極的
な普遍的CSR活動の個別活動として始めたが、
EUが当該動物実験の全面禁止を決めたことで
予防的な普遍的CSR活動に移行している。

よって、本論は、普遍的CSR活動の個別活
動は企業が優先する企業活動内の活動に移行す
る動態的なマネジメントが求められるため、普
遍的CSR活動について、動態的なマネジメント
モデルを考察する。

５．２　�普遍的CSR�活動の運用に係る動態的マ
ネジメントの２過程モデルの構築

法規制の順守の個別活動は一度分別された
ら他の企業活動に移行しない。但し、昨今の社
会・環境問題に係る法規制が急速に整備される
状況を考慮すれば、法規制の順守は予防的な普
遍的CSR活動の個別活動の近い将来の移行先、
参照先として密接な関係にある。よって、本論
は法規制の順守と普遍的CSR活動を合わせて広
義のCSR活動と定義する。定義に従い、広義の
CSR活動を図示すると図１となる。

広義のCSR活動を「利益―費用」を軸に４分
割したものが図２となる。

４分割図について、利益＜０となる領域を
費用対効果線、利益≧０となる領域をROA向

社会全体の利益に寄与する限り継続することが
下位目標となり、その停止には実務担当者が関
係するステークホルダーと対話し、社会全体の
利益に寄与しないことを確認するマネジメン
トが求められる。予防的な普遍的CSR活動の個
別活動は将来の損失回避を目的に含むため、継
続のマネジメントが求められる。積極的な普遍
的CSR活動は、企業利益と無関係な方法で積極
的に企業の存続に寄与するようマネジメント
し、継続することが求められる。

（３）…普遍的CSR活動の運用に係る動態的マネ
ジメントの必要性

さて、一度分別された普遍的CSRの個別活
動は、企業が優先する企業活動の範囲内の活動
内を移行する性格を持つ。予防的な普遍的CSR
活動の個別活動は、法規制の施行によって法規
制の順守へと移行する。積極的な普遍的CSR活
動は、企業利益を目的に含まなくとも結果的に
１円の利益がでれば継続という下位目標の達成
に効果がある。その延長上でROAに寄与する
程度まで企業利益に寄与すれば、CSV等の活
動に移行すべきとなる。また、当初は積極的な
普遍的CSR活動に分別された個別活動であって
も、社会的状況の変化によって、予防的な普遍
的CSR活動に移行する場合もある。実際に資生

図１　広義のCSR活動と２分割図

（筆者作成）

図２　広義のCSR活動領域４分割図

…

（筆者作成）
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状況に陥ったことを意味し、通常のマネジメン
トが適用されない危機管理の領域である。D2
領域は、普遍的CSR活動の個別活動がROA向
上等で企業に業績面で寄与できるようになった
ことを意味し、CSV等の活動に移行したことを
示す領域である。よって、普遍的CSRの活動の
個別活動をマネジメントするための領域は、
C1、C2、D1領域となり、参照領域としてのB2
領域を含めると図４の下半分の三角形の領域と
なる。これらの議論をまとめたものを表２で示
す。

上等の企業業績として寄与できる水準を意味す
る業績寄与線で７分割する（図３）。この文脈
で効果とは、企業利益以外で企業の存続に寄与
する効果を意味する。

７分割図において、Ａ領域は企業利益を計
上できる法規制の順守を意味し、参入障壁にな
り得る領域である。法規制の順守の個別活動で

「ポーター仮説（8）」が適用できればA領域に分
別される。同仮説が全ての個別活動に適用でき
ないことは自明なため、本論では手段の１つと
捉えるに留める。B1領域は費用の如何を問わ
ず法規制の順守の個別活動を策定し、継続する

図３　広義のCSR活動領域７分割図

（筆者作成）

表２　７分割モデルの各領域とマネジメントの内容

（筆者作成）

図４　普遍的CSR活動のマネジメント必要な領域

（筆者作成）
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態的マネジメントの２過程モデルでは、縦方向
への展開と右方向への展開が示されている。縦
方向の展開を「実効性過程」と呼称する。同過
程は、策定された普遍的CSR活動を積極的な普
遍的CSR活動まで誘導して継続すること（マネ
ジメント目標）に加え、継続の下位目標のため
に収益化迄を誘導し、CSV等の活動への移行を
判断する領域までを網羅する。同様に横方向へ
の展開を客観性過程と呼称する。同過程は、策
定された普遍的CSR活動を予防的な普遍的CSR

普遍的CSR活動は、３領域（C2：C1：D1）
間を移動することを前提として、図５のように
展開し、８領域２過程からなる普遍的CSR活動
の個別活動に係る動態的なマネジメントの２過
程モデルを提示する（図６）。

図６の領域①~⑧についての詳細を表３で示
す。図の領域④が予防的な普遍的CSRの活動、
領域⑥が積極的な普遍的CSR活動の領域を示し
ている。

図６の普遍的CSR活動の個別活動に係る動

図５　普遍的CSR活動のマネジメントに必要な領域の展開

（筆者作成）

表３　２過程モデルの各領域の内容と具体的マネジメント

（筆者作成）

図６　�普遍的CSR�活動の個別活動に係る動
態的マネジメントの２過程モデル

（筆者作成）
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５．４　�CSV等の活動の個別活動のマネジメント
と普遍的CSR活動の３過程モデルの接合

　　��　�―企業の社会的課題への取組みに係る
統合的なマネジメントモデルの構築

（１）…CSV等の活動の個別活動のマネジメント
とその問題点

経済活動の個別活動の策定は、経済合理性
に基づき、一定の規模と成長性が期待され、か
つ利益化に失敗すれば即時撤退できる特性を持
つ市場が開拓や参入の対象となる。一方、CSV
等の活動の個別活動の策定は、社会全体の利益
の追求も目的に含むため、BOPビジネスのよ
うに規模も成長性も期待できない特性を持つ市
場への開拓・参入も対象となる。策定された個
別活動は企業利益に寄与すれば継続する。しか
し、企業利益の不振等が顕著になれば、CSV等
の活動は出来なくなる。その状況に陥れば停止
できる経済活動とは異なり、企業利益の不振を
理由とする停止は社会的弱者の生活インフラを
破壊し、レピュテーションリスクの顕在化も憂
慮されるため、簡単に停止ではない。CSV等の
活動は単独でマネジメントができないことがわ
かる。

活動と判断して継続し、法規制の順守への移行
及び普遍的CSR活動の停止に係るマネジメント
を行う過程であり、停止には関連するステーク
ホルダーの対話が求められる。

５．３　�普遍的CSR�活動に係る個別活動の動態
的マネジメントの３過程モデルの構築

２過程モデルは、あくまでも策定された普
遍的CSR活動を継続・停止する運用モデルであ
るため、個別活動の策定の過程を意味する妥当
性過程を付加し、普遍的CSR活動の個別活動の
策定・継続・停止に係るマネジメントの方法論
を提示する。

実効性過程の内容は、４．１で議論したとお
り、様々な社会からの要請の内、社会的企業理
念を価値基準として対応すべき活動を取捨選
択、優先順位をつけ、対応する活動を決定する
マネジメントを行う過程となる。実行性過程
は、図７で表される。

当該マネジメントント過程（領域［０］）を
図６のマネジメントモデルに組込んだ普遍的
CSR活動の個別活動に係る動態的マネジメント
の３過程モデルを図８で示す。

図８　�普遍的CSR活動の個別活動に係る動態的マネジメントの
３過程モデル
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（筆者作成）

図７　妥当性過程のモデル図

（筆者作成）
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も考慮して、Ⓑ３過程モデルの「妥当性過程」
を援用するマネジメントが求められる。さら
に、３過程モデルの領域⑧で示される利益化し
た積極的な普遍的CSR活動の個別活動をCSV
等の活動に変換（UC変換）し、当該個別活動
野の移行を策定と見做すマネジメント、Ⓓ企業
経営者の意思により、社会的企業理念に則った
経済活動（Business）をCSV等の活動に変換（BC
変換）し、その移行を個別活動の策定と見做す
マネジメントも有効であり、費用対効果の視点
でも優れているといえる。吉田（2013）は、
Ⓐ～Ⓓの動態的マネジメントを３過程モデルに
接続することを提唱したが、その経路を明確に
していない。よって、本論では、これらの経路
を明確にした「企業の社会的課題への取組み
に係る統合的な動態的マネジメントモデル（図
９）」を提示する。当該モデルは、予防的・積
極的な普遍的CSR活動とCSV等の活動の個別
活動に係る策定・継続・停止のマネジメントが
網羅される。

（２）…CSV等の活動の個別活動と普遍的CSR活
動の３過程モデルの接合モデルの接合

吉田（2013）の議論を踏襲すると、単独で
はマネジメントできないCSV等の活動は、当
初から普遍的CSR活動や経済活動と連携するマ
ネジメントが求められることになる。利益化に
失敗した個別活動は、Ⓐ当該個別活動の規模
等を縮小して普遍的CSR活動（Universal…CSR）
へと変換（以下、CU変換（9））し、３過程モデ
ルの領域②へ移行するマネジメントが求められ
る。移行後の個別活動は普遍的CSR活動の「客
観性過程」によるマネジメントが適用されて継
続・停止が判断される。また、CSV等の活動は
企業利益と社会全体の利益が自動的に一致する
ため、両者の制御に社会的企業理念が必要とは
いえない。しかしながら、開拓・参入する市場
の特性を考慮すれば、本業に依拠し、経営資源
やノウハウの援用が容易な社会的企業理念を通
じて個別活動を策定する方が、費用対効果の面
でも有効といえる。よって、当該個別活動の策
定は、費用対効果と撤退（CU変換）の容易さ

図９　企業の社会的課題への取組みに係る統合的な動態的マネジメントモデル

（筆者作成）
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（３）… …1972年にWHOの下部機関は、アスベス
ト使用が人体に危険である旨を指摘した
が、日本で全面禁止になったのは2005
年である。その結果、約800名が死亡
し、今後も10万人程度まで被害が広がる
と指摘する研究もある（松橋：2005,…p5,…
p.12）。

（４）… …Porter自身が戦略的CSRとCSVが同概念
である旨を述べている。詳細は中野目・
広野（2011）を参照のこと。

（５）… …高田（1970,…p.177）も指摘するように、
Davis（1960）とDavis…&…Blomstrom（1966）
の議論は、内容がかなり重複してい
る。よって、本論はDavis…&…Blomstrom

（1966）を優先し、必要な場合に限り
Davis（1960）を引用する。

（６）… …現行の「企業と社会」論の具体的内容
は高岡（2004）を参照のこと。同理論
はMcGuire（1963）がその先鞭となり、
Carroll…&…Buchholtz（2002）に継承され
る。詳細は吉田（2017）を参照のこと。

（７）… …初期の組織文化論の代表的な研究者であ
るDeal…&…Kennedy（1982,…p.7）は、（財
務指向の目標ではない）「定性的な信念
又は理念」、Collins…&…Porras（1994,…p.48）
は「単なる金儲けを超えた核となる価値
観と目的意識」と表現している。

（８）… …Porter（1991）の「厳しい環境規制は、
技術革新を刺激し、その結果、他国に先
駆けて環境規制を導入した国の企業は他
国企業に対して競争優位を得る」という
仮説である。

（９）… …CSV等 の 活 動 か ら 普 遍 的CSR活 動
（Universal…CSR…Activities）への変換す
るため、各々の頭文字をとってCU変換
と呼称する。UC変換、BC変換も同様で
ある。

５．結論とインプリケーション
統合的な動態的マネジメントモデルでは、

企業の社会的課題への取組みに求められる５種
類の活動が全て記載されている。予防的・積極
的な普遍的CSR活動とCSV等の活動の個別活
動に係る策定・継続・停止のマネジメントが網
羅され、一度分別された個別活動が必要に応じ
て他の５種類の何れかに移行するマネジメント
も明示している。法規制の順守については、関
係する個別活動が全て義務・強制的に策定・継
続（基本的に停止はない）され、他の活動に移
行しないため、予防的な普遍的CSR活動の個別
活動が移行するマネジメントのみが示される。
経済活動の個別活動のマネジメントは全て経済
合理性の価値基準で自己完結するため、企業経
営者の意思等でCSV等の活動の個別活動へと
変換・移行する場合のマネジメントのみ示され
る。よって、統合的な動態的マネジメントモデ
ルは、実務担当者に必要とされる企業の社会
的課題への取組みに係る個別活動の策定・継
続・停止のマネジメントを全て網羅し、当該マ
ネジメントの方法論を提示したと論結される。

同マネジメントモデルは、企業の目的をそ
の存続と捉える限り、企業の目的を達成する企
業活動、あるいは企業の優先する企業活動内の
全ての活動をマネジメントする方法論となるた
め、より広範囲な利用が可能といえる。すなわ
ち、企業の実務担当者は、SDGs活動をマネジ
メントするために統合的な動態的マネジメント
モデルを具体的方法論として利用できる。

注
（１）… …詳細はSDG…Compass…HPを参照。URL：…

https://sdgcompass.org/（2019.7.17参照）
（２）… …環境権も社会権由来の基本的人権（衆議

院憲法審査会事務局：2017,…p6）である。
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東京工業大学　環境・社会理工学院 池　上　雅　子
Tokyo…Institute…of…Technology,…School…of…Environment…and…Society Masako Ikegami

ABSTRACT
To…further…the…ethics…in…the…action…of…Artificial…Intelligence…（AI）,…what…should…we…install…
in…AI?…This…study…aimed…to…determine…certain…ethical…elements…that…business…executives…
who…consider…ethics… important,…emphasize…when… imputing…ethical… information… to…AI.…
In…our…statistical…survey,…the…element…that…was…most…emphasized…was…“to…entertain…the…
customer…with…jokes”.…The…second…most…emphasized…was…“to…praise…the…customer”;…the…
third,…“to…please…the…local…residence”;…the…forth,…“to…please…the…customer”,…and…the…fifth…
most…was…“to…praise… the…workers”.…The…aforementioned…proposals…have… three…grounds…
as…follows:…1）…The…result…reflects…the…entrepreneurs’…priority…order…of…ethical…elements;…
2）…Ethical…management…will…possibly…improve…financial…performance…of…the…enterprises…
in…question;…3）…To…input…ethical…elements…to…A.I.…is…expected…to…make…the…future…robotic…
society… ideal… to…human…welfare.…The… result…of… this… study… is… significant… for… stimulating…
discussions…about… “Ethical…guidelines… regarding…AI”… for… future…advanced… technological…
levels,…in…spite…of…the…current…technical…difficulty…of…programming…such…ethical…elements.

キーワード
倫理経営、人工知能、ロボット、道徳的ジレンマ、倫理要素

いて、世界233の国や地域を対象とし、調査を
行った。（CHIHIRO…OKA：2019）モラルマシ
ン（1）の研究が近年大きな注目を集めている理由
は、人工知能が運転する自動車が、どのような
道徳的判断によって、危険回避行動を行うべき
なのかをインプットしなければならない切迫
した状況が現実になっているためである。同

１．はじめに
人工知能の倫理的判断に関する研究につい

て、近年大きな注目集めたものに、モラルマシ
ンに関するものがある。

MITメディアラボのエドモンド・アワッド率
いるチームは、人工知能を搭載した自動走行車
が、どのように倫理的な判断を行うべきかにつ

人工知能にインプットするべき
倫理的行動目標の優先順位に関する提言

―  より一層倫理的な振る舞いを見せるAIロボットに関する道徳的ジレンマに焦点を当てて  ―

A…proposal…for…priorities…of…the…ethical…behavioural…goal…to…be…input…to…Artificial…Intelligence
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様に、今後の未来社会においては、ロボット・
AIが自動車に限らず、様々な分野に進出する。
そのため、危険回避に限らず、緊急時以外の道
徳的判断についても、インプットしなければな
らない状況が現実になりつつある。

２．問題
未来社会における人工知能とロボットへ道

徳的判断をインプットすることを考えた時、少
なくとも大きな問題が２つ存在する。

２．１．�日常的経営現場における倫理要素（2）の
未整理の問題

『カントの宗教哲学』の中で川村（1974）は、
「道徳は最初から幸福との結合、統一において
捉えられているのであって、両者の間には分析
論で見られるような二律背反はなお明らかにさ
れてない。」とカントの哲学を分析している。
例えば、次世代に対する道徳的な責任から地球
環境を保全するために、現代社会に住む我々が
何らかの自己犠牲を伴うという幸福を追求する
意識と道徳意識のはざまで、トレードオフの関
係にある道徳的ジレンマの問題は、国際的にも
よく議論の対象となっている。このように大き
な規模の問題ではなくとも、日常的に私たちは
経営倫理の問題に関して、何らかの二律背反的
命題や、トレードオフの関係にある道徳的ジレ
ンマの問題に直面している。

わかりやすい考察のために、現実に起こっ
たある経営現場の状況について述べたい。ある
姫路市の新聞配達屋にある日クレームの電話が
あった。その新聞配達屋では、経済苦を抱えた
新聞奨学生（新聞配達をしながら大学の学費を
捻出し、卒業を目指す学生のこと）を雇用して
いた。ある雨の日、配達された新聞が濡れてい
たことに怒った顧客からクレームの電話が新聞
屋に入った。この状況で、そのクレームの電話

を受け取った店主は、そのクレームに対して、
謝罪するべきかもしれない。しかし、その店主
は次のようにクレーム客に対して怒った。「う
ちの子もがんばって雨の日に配達してんねん。」

「雨が降ったら新聞は少しは濡れるわ。」このよ
うな発言は、従業員と顧客の両方を大切にする
考え方である。この経営の在り方について、従
業員を顧客よりも大切にする考え方であると解
釈する見方も成立する可能性はある。しかし、
この店主のような態度は、必ずしも、従業員を
顧客よりも大切にしたものであるとは考えられ
ない。このエピソードを聞いた新聞配達の奨学
生である大学生はどのように感じただろうか。
新聞配達のために、毎朝夜中の３時に起床し、
寒い日も、雪の日も、雨の日も、台風の日も、
新聞を配達してきた自分の努力を雇い主が認め
てくれたことについて、大きな喜びを感じたこ
とが予想される。このような新聞屋店主の振る
舞いは、倫理的な経営かどうかと言えば、少な
くとも従業員の立場から見た場合は、人道的か
つ、倫理的なものであると映る可能性がある。
また、このような経営判断は愚かであると考え
られることもあるかもしれないが、社員満足度
日本一に二度輝いた山本社長（2010）は、「社
員満足度が高くなければ顧客満足を高めること
はできない」との持論を展開している。

前述の事例は、極めて卑近な例であるが、
梅津（2007）は、倫理教育におけるケースメ
ソッドの有効性について、コードの内在化とい
う観点から「大きな可能性と利点がある」と述
べている。

人工知能やロボットが人と同じように活動す
る未来社会においては、まさしくこのような日
常的経営現場の状況判断ができなければ、倫理
的な振る舞いを人工知能・ロボットが行うこと
はできない。トロッコ問題など、モラルマシン（3）

のような人の生死がかかわる道徳的ジレンマに
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関する研究について、相馬（2013）は「極端な
状況」と述べ、日常的な道徳的ジレンマの問題
とは切り離して考えることを示唆している。

従来の先行研究では、倫理経営（本稿では、
道義的な価値観を深く考察した経営を行うこと
を倫理経営と表現する。）に関する様々な側面
が明らかになったが、本稿がここで取り扱った
類の倫理要素（例えば前述の事例に関して言え
ば、従業員を重視するのか顧客を重視するのか
という大雑把な分類を含む経営者の道徳的判断
の結果目標とする具体的な行動など）は未だ十
分に明らかになっていない。

２．２．�道徳的ジレンマを解決するための倫理
要素の重要度未解明の問題

前述したモラルマシンの研究のように、「や
むを得ない状況における倫理的ジレンマ」に
関する研究は進んでいる。しかし、「積極的に
AI・ロボットに入力すべき倫理的ジレンマ項
目に関する研究」は未だ十分に行われていな
い。ここに大きな問題がある。なぜならば、少
なくとも、今後発達した人工知能やロボットが
倫理的な振る舞いを行うためには、どのような
倫理要素（本稿においては、倫理経営の具体的
な事項・目標行動などに関する様々な倫理的で
あると考えられる価値観）を重視するべきかが
分かっていなければ、その内容を人工知能・ロ
ボットの製作者は、プログラムすることができ
ないためである。人とロボットが同じように倫
理的な振る舞いをするには、人間が道徳的ジレ
ンマ（ここでは、「やむを得ない状況における
倫理的ジレンマ」ではないもの）について、判
断を行い、より一層倫理的な状況判断を行うの
と同様に、人工知能やロボットも、道徳的ジレ
ンマ（「やむを得ない状況における倫理的ジレ
ンマ」ではないもの）について、より理想的な
状況判断ができる必要がある。中村（2014）は、

人が道徳的判断に際して６つの罠があることを
指摘し、そのうちの一つが道徳的ジレンマ（何
を重視すべきかが分からない）であるとしてい
る。アイザック・アシモフが小説の中で紹介し
たロボット工学の３原則（「人間への安全性、
命令への服従、自己防衛」を目的とする３つの
原則）と同様に、今後の未来社会において、ロ
ボット・人工知能が守るべき倫理基準として提
言された内容は未だ少ない。

上記の２つの未解決の問題は、ちょうどMIT
におけるモラルマシンの研究が、「やむを得な
い状況における倫理的ジレンマ」の問題に焦点
をあてて、研究されているのに対して、「積極
的にAI・ロボットに入力すべき倫理的ジレン
マ項目に関する研究」であると表現できる。

2018年、欧州連合（EU）の欧州委員会は人
工知能（AI）の倫理指針案を公表した。（兼松：
2018）この倫理指針では、AIによる判断を人
間が監視すること、AIによる判断誘導のリスク
の周知、AIによる判断基準の開示などAI開発
のための10の必要条件が示されている。上村ら

（2018）は、日欧米において提言されたAIに関す
るガイドランの特徴について、米国の特徴は、
AI技術による社会便益の最大化に焦点を当てて
おり、欧州は、人の権利や責任に重点を置いて
おり、日本では、人々の不安解消を目的とした
倫理原則に重点を置いており、例えば透明性、
制御可能性、安全性やプライバシー保護など技
術面の原則が中心となっていると述べている。

近年、わが国ではロボット倫理学について
の議論が盛んになりつつある。（岡本：2013）。
水尾（1999）は、アメリカの連邦量刑ガイド
ラインのように、わが国においても、同様なガ
イドラインが策定されるべきであると提言して
いる。また堀川ら（2017）は、ホワイトハウ
スからのAIに関する報告書やスタンフォード
大学で立ち上げられた人工知能に関する組織
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業員と顧客という異なる道徳的関与の対象のど
ちらを優先させるか、あるいは、同じ顧客とい
う対象であったとしても、喜ばせることと幸せ
を感じさせることという具合に、場合によって
はトレードオフの関係となり得る倫理要素（こ
こでは具体的な道徳的振る舞いと置き換えても
差し支えない。）の内、どちらをより一層重視
するのかというジレンマのことである。

倫理経営を重視する度合いは、経営者に
よって異なる。そこで、本稿では、他の調査対
象となった経営者に比較して、より一層倫理経
営を重視する経営者が、どのような倫理要素を
重視する傾向にあるのかを調査する。言い換え
れば、倫理経営を重視する度合いと関連が高い
項目（「倫理要素」と本研究で呼称している質
問調査紙に記載された各質問項目）は何かを明
らかにするのが本稿の狙いである。

４．仮説
本研究では、以下のような仮説を設定する。

〈仮説〉
AI・ロボットに入力すべき倫理要素（「倫理

要素」と本研究で呼称している質問調査紙に記
載された各質問項目）のうち、経営者が重視す
る「倫理要素」は、人の幸せを増大させるべき
という項目である。

本仮説を検証するため、以下の手順で調査
を実施した。

５．方法
５．１．対象

本研究では、「倫理に興味関心がある経営
者」を対象として、質問調査紙による調査を
実施した。「倫理に興味関心がある経営者」と
は、倫理経営に強い興味関心がある経営者であ
る。（以下倫理的な経営者）。本研究において、
倫理的な経営者を調査対象とした理由は、「倫

（AI技術の倫理的、法的影響について検討を行
う組織）に言及した上で、「ロボットを含むAI
技術の倫理的社会的含意を理解し、ハーモニア
スなシステムが導入されることが望ましい。」
と述べている。

ところが、わが国、および海外を見渡して
も、人工知能・ロボットに入力すべき倫理要素
に関する提言は見当たらない。そこで本稿で
は、前述した２つの問題点を一つのリサーチク
エスチョンに集約させ、未来社会における人工
知能・ロボットに入力すべき倫理要素を模索す
ることを試みる。

３．問い
３．１．リサーチクエスチョン

本稿では、以下のようなリサーチクエス
チョンを設定する。
〈リサーチクエスチョン〉

「倫理経営に関心のある経営者が倫理経営
を重視する度合い」と関連が高い（相関度が高
い）倫理要素（「倫理要素」とは、AIやロボッ
トにインプットすべき倫理的要素の種類のこと
であり、本稿においては、倫理経営の具体的な
事項・目標行動などに関する様々な倫理的であ
ると考えられる価値観）は何か。

言い換えれば、MITにおいて実施されたモラ
ルマシンの研究のように、やむを得ず選択する
道徳的ジレンマ（道徳的ジレンマとは、AとBと
いうように、異なる欲求、異なる立場から生じ
る道徳的欲求がトレードオフの関係にあること
で生じる葛藤のこと。）ではなく、積極的に選
択すべき道徳的ジレンマ（普段の経営現場で、
複数種類の道徳的行いの何を重視するのかに関
するジレンマ）時における「倫理要素」として
妥当性が高い項目はどのような項目かである。

本稿が調査対象とした、道徳的ジレンマと
は、例えば本稿の冒頭で取り上げたように、従

‒ 384 ‒



を対象として、調査を実施することにした。
「倫理に興味関心がある経営者」を選定する

際に、本研究では、経営倫理向けのセミナー受
講者（4）を対象として、個人的に調査を依頼した。

本研究では167人の同対象の経営者に対して
調査を実施した。この内、質問項目の回答につ
いて、相関係数を算出する際に必要なデータに
ついて不備が無かったのは、100名である。

５．２．質問内容
本研究では、実島（2015）が行ったJ＆Jの

クレドに関する研究を参考として、以下のよう
な質問項目を用意した。（以下の質問項目につ
いて、11段階で評価を行ってもらった。）

理的な経営者が倫理の重要性に関する強い意志
を持つ可能性」である。「倫理に興味関心があ
る経営者」は、そもそも、倫理そのものに何ら
かの関心がある可能性が高い。人工知能やロ
ボットに「倫理に関する特定のプログラム」を
入力する際に、倫理に興味関心が無い人物が考
案した項目を入力することは、理想的ではない
ばかりか、危険でもある。なぜならば、人工知
能やロボットを用いた商品・サービスの提供
は、グローバルに行われた場合、世界的に実施
されるからである。世界数十万人にサービスを
提供する可能性があるからこそ、倫理経営と人
工知能・ロボットに関する研究には大きな意義
がある。従って、本研究では、倫理的な経営者

 

※質問調査紙には番号は付与されていない。質問は合計で 26 個あり、便宜的に本研究では上から順番にナンバリングしている。 

AI（人工知能）ロボットに倫理内容をインプットしなければならないという仮定で、質問があります。

命令項目

AI（人工知能）ロボットに入力したい重要度に〇をつけてく
ださい。10が最高に重視する項目、0が最も重視しない項目
です。※ぜひどれかに〇をつけてください。

顧客を喜ばせなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
顧客の幸せのためになることをやりなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
顧客を悲しませてはいけません 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
顧客をねぎらいなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
顧客を冗談などで楽しませなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
顧客をほめなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0

従業員を喜ばせなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
従業員の幸せになることをやりなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
従業員を悲しませてはなりません 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
従業員をねぎらいなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
従業員を冗談などで楽しませなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
従業員をほめなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0

地域住民を喜ばせなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
地域住民の幸せになることをやりなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
地域住民を悲しませてはなりません 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
地域住民をねぎらいなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
地域住民を冗談で楽しませなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
地域住民をほめなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0

株主を喜ばせなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
株主の幸せのためになることをやりなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
株主を悲しませてはなりません 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
株主をねぎらいなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
株主を冗談などで楽しませなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
株主をほめなさい 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0

売り上げや、利益、仕事のやりやすさなどと比
較して、あなたが倫理経営を重視する度合いを
教えてください。※お名前は頂戴しませんの
で、ご安心ください。 10＿＿9＿＿8＿＿7＿＿6＿＿5＿＿4＿＿3＿＿2＿＿1＿＿0
個別質問
①倫理経営とは、自社の利益よりも顧客や従業員を時として大切とすることだと考えますか？　はい・いいえ
②倫理経営とは、利害関係者すべての幸せのバランスをとることだと考えますか？　はい・いいえ
③倫理経営とは、顧客を第一優先することだと考えますか？（顧客第一主義だと考えますか）　はい・いいえ
④倫理経営とは、顧客の次に従業員を大切にすることだと考えますか？　はい・いいえ
⑤あなたにとって、倫理経営とは何かを教えてください。（自由回答形式）
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６．結果
６．１．箱ひげ図

本調査の箱ひげ図は以下の通りである。

６．２．質問25に対する各質問の相関係数
本調査では、質問25において、以下のよう

な質問を行っている。
※質問25は調査対象者の倫理を重視する度

合いを確認するものである。本調査では、質問
25について回答数値が高い調査対象者をより
倫理的であると評価した。

質問25：売り上げや、利益、仕事のやりやす
さなどと比較して、あなたが倫理経営を重視す
る度合いを教えてください。

以下の内容は、質問25の内容に対する各質
問の相関係数である。

相関係数を算出することにより、「より一層
倫理を重視する経営者」が重視している倫理要
素と、24番目までの質問項目（それぞれ経営

　 相関係数
質問１ 0.37…
質問２ 0.19
質問３ 0.10…
質問４ 0.29…
質問５ 0.40…
質問６ 0.39…
質問７ 0.32…
質問８ 0.22…
質問９ 0.02…
質問 10 0.31…
質問 11 0.36…
質問 12 0.37…
質問 13 0.39…
質問 14 0.15…
質問 15 0.12…
質問 16 0.35…
質問 17 0.36…
質問 18 0.29…
質問 19 0.24…
質問 20 0.18…
質問 21 0.08…
質問 22 0.29…
質問 23 0.26…
質問 24 0.26…

　　　　　　　　　　　図：質問調査紙の集計結果（箱ひげ図）

…　
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第四位：従業員を冗談などで楽しませなさい。
第四位：地域住民を冗談で楽しませなさい。
第五位：従業員を喜ばせなさい。

６．５．倫理経営に関する質問１
倫理経営に関して、自社の利益よりも、顧

客や従業員を大切にすることだと考えますかと
いう質問に対して、87％の経営者がYESと回答
した。（116/134）n＝134
※質問項目によって有効回答数は異なっていた。

６．６．倫理経営に関する質問２
倫理経営に関して、利害関係者すべての幸

せのバランスをとることだと考えますかとい
う質問について、80％の経営者がYESと回答し
た。（113/141）n＝141
※質問項目によって有効回答数は異なっていた。

者が重視する倫理要素である具体的な目標行動
等）との関連を明らかにすることができる。

決して相関係数は高いものではないが、定
量的に調査したため、相関係数トップ５抽出し
た。

６．３．平均値上位５位の命令項目
集計内容のうち、「経営者が重視する倫理要

素（命令項目）の平均値」上位５位までは以下
の内容となった。

※ここで経営者と表現した調査対象者は、
倫理セミナーに参加している経営者全体を示し
ており、その中でもとりわけ倫理を重視してい
る経営者ではないことに注意したい。

第一位：…顧客の幸せのためになることをやりな
さい。

第二位：…従業員の幸せのためになることをやり
なさい。

第三位：顧客を喜ばせなさい。
第四位：従業員を喜ばせなさい。
第四位：従業員をほめなさい。
第四位：…地域住民の幸せになることをやりなさ

い。
第五位：地域住民を喜ばせなさい。

６．４．�相関係数（質問25との相関係数）上位
５位の命令項目

集計内容のうち、質問25の内容に対する「経
営者が重視する倫理要素（命令項目）の相関係
数」上位５位までは以下の内容となった。

第一位：顧客を冗談などで楽しませなさい。
第二位：顧客をほめなさい。
第二位：地域住民を喜ばせなさい。
第三位：顧客を喜ばせなさい。
第三位：従業員を褒めなさい。
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倫理的な経営と満足主義経営の違いにある。例
えば、ある学習塾が単に自社の収益性を高める
ことだけを考えた場合、顧客を喜ばせればよ
い。なぜならば、喜んだ顧客は、継続的に代金
を支払う可能性が高いためである。しかし、真
に倫理的な経営を行うのであれば、時として生
徒に対して耳に痛い言葉を投げるように、厳し
い指導を行うことも考えられる。この場合、必
ずしも生徒は、指導者側の意図を十分に理解で
きるとは限らない。つまり、生徒の幸せを願う
教室運営は、必ずしも、生徒にとって喜ばしい
ものであるとは限らない。言い換えれば、単な
る満足主義経営は、自社の顧客を集金対象とし
て見る結果、倫理的な振る舞いを軽視する可能
性も存在するということになる。このような現
象は、教育業に限らず、あらゆる業種に当ては
まる。

筆者ら（牛山,…池上）はこの点について、約
10年前に出版された日本の優良企業983社の経
営理念・行動指針を収録した書籍「ミッショ
ン」から、2007年のデータと、2017年の売上
データを取得可能な企業を抽出し、データを取
得できた724社について、分析を行った。その
結果理念に顧客満足を明示している企業群は、
際立った財務パフォーマンスの向上が見られな
いのに対して、顧客第一主義を理念に掲げる企
業群は、上位１％、上位３％区分の二群比較に
おいて、有意差が認められることを報告した。

（2019）顧客第一主義の経営理念は、企業の財
務パフォーマンスを向上させる可能性がある。

従って、本調査では、人の幸せを願うこと
と、人を喜ばせることを別に問い、何が倫理的
な経営なのかについて実態に迫ることをねらい
とした。

７．２．平均値から浮かび上がる経営倫理像
「経営者が重視する倫理要素（命令項目）の

６．７．倫理経営に関する質問３
倫理経営に関して、顧客を第一優先するこ

とだと考えますかという質問について、64％
の経営者がNOと回答した。（87/136）n＝136
※質問項目によって有効回答数は異なっていた。

６．８．倫理経営に関する質問４
倫理経営に関して、顧客の次に従業員を大

切にすることだと考えますかという質問につ
いて、55％の経営者はNOと回答した。大きく
この点については意見が分かれることとなっ
た。（73/133）n＝133
※質問項目によって有効回答数は異なっていた。

７．考察
７．１．�大前提：人を喜ばせることと、幸せを

願うことの違い
本研究では、あえて、人を喜ばせること

と、幸せを願うことを分けて、質問項目を設計
した。このような設計内容を企画した意図は、
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などで楽しませること」「人をほめること」を
重視している可能性がある。ただし、人をほめ
ることは、お世辞・ごますりなどの負の側面を
有している可能性がある。正の側面は、他者の
喜びを自分の喜びとし、自分が幸せを感じるこ
とである。この点について、正負両面に共通す
る経営上のメリットは、人心掌握・統制論とも
考えられる。

７．３．２　�まとめ（倫理を重視する経営者が
重視する内容）

倫理を重視する経営者（質問25に高い数値
を示した経営者）が重視する内容は以下のとお
りである。
重視する利害関係者：顧客→従業員→地域住民
※ただし、上位１～３位まですべて顧客であ
る。
重視する倫理要素：楽しみ→喜び→ほめ　
※楽しさ重視であることが推察可能である。

７．４．�本調査結果の総合的な評価と解釈につ
いて

本調査結果を総合的に巨視的な視点から見
た場合に見えてくる解釈について以下に述べ
る。（以下に述べる内容も、今後定量調査によ
り検証を行う。）調査結果の現象に対する紐解
きとして、可能な解釈は、倫理経営を実現しよ
うとやっきになっている経営者は、「優しい」（5）

（本稿では、他人のことを第一義的に考えて、
自己犠牲を心理的・肉体的・経済的に払う度合
いが大きいことを「優しい」と表現する。）可能
性である。

倫理経営とは、いわば経営の目的論である。
清水（1996）は、経営理念について、企業の
価値観・目的、指導原理であると説いている。
事業は何のために存在させるべきなのかという
問いは、経営学の領域では大きな議論の対象と

平均値」上位５位までの集計結果の内容から推
測できることは、事業にかかわるステークホル
ダーのうち、経営者が一般的に倫理経営を意識
した際に重視する重要度は、顧客→従業員→地
域住民の順番であるということである。

また、倫理要素（命令項目）のうち、経営
者が一般的に重視する内容は、幸せ→喜び→ほ
めの順番で重みづけがなされていることが伺え
る。特に、傾向として、幸せを重視する考え方
が倫理経営であるという認識を持つ経営者が存
在することが伺える。

７．３．相関係数から浮かび上がる経営倫理像
７．３．１　考察

以下に述べる内容は、あくまでも得られた
データからの考察に過ぎない。従って、今後定
量調査で、本稿の論考を追調査的に検証する。

「経営者が重視する倫理要素（命令項目）の
相関係数」上位５位までの集計結果の内容から
推測できることは、倫理的な経営者（あなたは
倫理経営を売り上げなどの他の要素よりもどの
程度重視しますかという質問について、高いレ
ベルで回答した経営者）ほど、顧客を重視する
傾向が強く、人を楽しませることを重視する傾
向が強いことである。

倫理的な経営者（あなたは倫理経営を売り上
げなどの他の要素よりもどの程度重視しますか
という質問について、高いレベルで回答した経
営者）は、倫理に関心がある経営者（倫理経営
関連のセミナーなどに出席をしている本調査の
対象者）の一般的傾向とは大きく異なる心理傾
向を見せた。その大きく異なる心理傾向とは、
他者を楽しませること、他者を喜ばせることを
人工知能やロボットに倫理経営を実現させるた
めにプログラムすることを望んでいることであ
る。換言すれば、倫理を重視する経営者は、倫
理経営を経営現場で実現する際に、「人を冗談
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の前の人を笑わせ、喜ばせることは、創意工夫
とモチベーション次第で即座に可能であること
が少なくない。優しい経営者は、このような目
の前の目標（人を冗談で幸せにするという具体
的な小さな目標）を常に大事にして日々経営を
行っている可能性がある。経営者が人を冗談で
笑わせる時、その行為は、社内外の人物を動か
すという意味での営業行為・マネジメント行為
である可能性はある。このように営業部の営業
マンのように販売に携わらないケースでも、ダ
ニエル・ピンク（2013）は、ほぼすべてのビ
ジネスパーソンが売らない売り込みに従事して
いると述べている。（売らない売り込みとは、
販売物を持たず、自分の考えを他者に納得させ
るなど合理的解釈と共感を持って得てもらうこ
とを指し、納得させる行為と言い換えることが
できる。）

無論、このような単なる推測は、何ら根拠
に乏しい単なるデータに対する一つの紐解きに
すぎない。しかし、倫理を重視する経営者が本
調査で見せた明らかに他の経営者とは異なる心
理傾向に対する説明可能性という点から考えれ
ば、このようなあいまいな考察も、少なくとも
今後期待される関連研究を促すための考察と調
査の対象として、その意義は少なくない。

７．５．追調査に関する考察：経営の目的論
名経営者として注目を集め、多くの研究書

籍が出版されている丸尾孝俊氏という資産家が
いる。常に人を笑わせ、冗談で楽しませ、30
社以上の会社を経営し、社員を4000名以上雇
用している経営者（52人の孤児の里親）であ
る丸尾氏に、本調査結果について、話をした上
で、意見を求めたところ、得られた回答は、

「人を楽しませることは微笑ましい」というも
のであった。この回答に対して、人を喜ばせる
ことが大切なのか、自分自身も幸せになること

なることは多くない。なぜならば、事業の目的
とは、資本主義社会における営為の成立であ
り、事業収益を確保することは自明であるため
である。しかし、近年CSRなどの概念が大きく
クローズアップされているように、単に事業収
益だけを目的とした事業活動に大きな疑問が持
たれるようになった。事業収益以外の事業目的
とは、事業が社会に与える価値である。倫理経
営は、この事業収益以外の価値の中に、倫理を
見出す経営スタンスであり、その究極的な目的
は、人類・社会に対する貢献であると解釈可能
である。

本調査では、実際の経営現場で活動する経
営者の目的意識を明らかにすることがねらいで
あった。その結果分かったことは、倫理に関心
がある経営者は、人の幸せを強く意識している

（本調査の平均値の結果は少なくともそうなっ
ている。）のに対して、倫理を売り上げなどの
他の要素よりも重視する経営者（質問25を重
視した経営者）は、人を楽しませることを重視
する傾向があることであった。このような結果
をどのように解釈可能だろうか。

経営を目的論の観点から俯瞰した際に、目
的と目標を分けて考えることが可能である。目
的とは究極的な結果に対する考え方であり、目
標とはその目的に至る過程であると解釈可能で
ある。

倫理を重視する経営者は、経営目的（例えば
他者の幸せ）と同時に、経営目標（例えば、他
人を冗談で笑わせること）を重視しているので
はないか。このような仮説構築は、本調査の結
果から、得られるものである。人を幸せにする
という目的は、実際の経営現場では、即座に実
現することは難しい。また、高邁な理念が時と
して欺瞞化してしまい、地に足をつけた倫理経
営を実現することができていない経営者・ビジ
ネスパーソンもいるかもしれない。一方で、目
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７．６．２　�第一の論拠：倫理経営に関する定
量調査結果から導かれる理論

繰り返しの紹介となるが、724社の定量調査
より、筆者ら（牛山、池上：2019）は、顧客
第一主義を理念に掲げる企業が、顧客満足を志
向する企業よりも成長率が高いことを報告し
た。（2019）従来の相関分析では、顧客志向性
を理念に持つ企業群は、顧客第一主義を理念に
掲げる企業群を含むため、財務パフォーマンス
との相関が報告されていても、これらの報告は
ミスリードを起こしていた可能性がある。この
ミスリードの可能性を排除するために、筆者ら
は、相関分析ではなく、顧客志向性、顧客第一
主義などのグルーピングを行った上で、二群間
の成長率の比較について解析作業を行った。顧
客満足を志向する経営は、一見すると倫理的で
あるように見えるものの、その内実はライバル
企業を重視し、自社を顧客に選んでもらうため
の顧客満足追求行為であることも少なくない。
一方で、顧客第一主義は、顧客の幸せを追求す
る経営である。この二群間の比較結果から導か
れる理論とは、倫理的な経営が財務パフォーマ
ンスに長期的な視点（10年間の成長率推移）で
見た場合に、良い影響を与えるというものであ
る。

７．６．３　�第二の論拠：ユーモアで顧客を笑
わせる営業活動の成績の良さ

田島らは、営業マン60人を対象とした調査
で営業マンの成績とユーモア度に正の相関があ
ると報告している。（2015）販売部の営業マン
の営業成績と、経営者が行う倫理的な意思決定
にはなんの関係もないという反論は予想され
る。営業とは、ものを売りつける行為ではな
く、取引条件に関する合意形成を実現する行為
や、他者を何らかの形で動かす行為でもある。
このような解釈について、ダニエル・ピンク

が大切なのか、イメージとしてはどちらがより
近いのかについて質問したところ、得られた
回答は、「人に喜んでもらえると自分もうれし
いはず」というものであった。無論、このよう
な単発のデータから、特定の解釈を導くことは
できない。しかし、本調査結果を紐解くヒント
や、回答結果に対する説明可能性、追調査の設
計へのヒントとして、ベストプラクティスに準
ずる人物の意見の価値は少なくない。

７．６．�倫理的な経営（冗談で人を笑わせる営
為を含む）が業績を引き上げる可能性

７．６．１　�前提：地に足をつけた他者への貢献
を経営倫理に含めて考える考え方

本調査による副次的な研究成果は、倫理経
営とは何かに関する興味深い示唆を調査データ
が提供していることである。本調査では、倫理
を重視していない経営者が、壮大な経営目標で
もある「顧客の幸せになることをやりなさい」
という類の倫理要素（ロボットへの命令項目）
を重視しているのとは対照的に、倫理を重視
している経営者は、「顧客を冗談で笑わせるこ
と」を重視していた。「人々を幸せにすること」
は、壮大な理念であり、行為目標である。一方
で、人を褒めたり、笑わせたりすることは、壮
大ではなく、身近な行為目標である。身近な他
者を冗談で笑わせるような、日常的な微笑まし
い行為は一般的には倫理経営に含めて考えられ
ることは少ないかもしれない。

しかし、身近な他者を冗談で笑わせるよう
な、日常的な微笑ましい行為も倫理経営に含め
て考えた場合、倫理的な経営が、企業の財務パ
フォーマンスに好ましい影響を与える可能性に
ついて、以下の３つの論拠を提示することがで
きる。
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分析の結果が示すように、倫理的な経営は、長
期的に見て、財務パフォーマンスを向上させる
可能性がある。冗談で他者を笑わせるという
意味での倫理的な経営もまた、企業の財務パ
フォーマンスを向上させる可能性がある。言う
までもなく、「ほめる」「笑わせる」など、承認
の提供や、喜びの提供は、顧客および、従業員
の幸福度を向上させることが予想される。この
点について、田島ら（2015）は、「面白い人は
営業ができるのか」という論文の中で、営業マ
ンのユーモア度と営業成績に正の相関があるこ
とを報告している。

従って倫理的な経営（顧客を冗談で笑わせる
営為を含む）は、企業の財務パフォーマンス及
び、顧客、従業員の幸福度へ資する経営スタイ
ルである可能性を考慮に入れた考察が少なくと
も必要であると考えられる。

以上が、本研究の結論（提言内容）を考察す
る上での重要な前提である。

８．結論
８．１．倫理を重視する経営者が重視する事項

本稿の仮説は極めて部分的にしか支持され
なかった。「（本調査における）質問調査紙の質
問25」と関連が高い質問項目（倫理要素：経営
者が具体的に日常的に目標とする行動等）は、

「顧客を冗談などで楽しませなさい。」第二に、
「顧客を褒めなさい」であることが示唆された。

８．２．�人工知能・ロボットへ入力すべき倫理
要素の提言

調査結果より、現実の経営現場における道
徳的ジレンマの問題を解決するために、人工知
能・ロボットに入力すべき倫理要素の重要度と
して、以下の内容を提言する。

（2013）は、どのような人でも営業的な活動に
携わっている可能性を指摘している。（2013）
冗談で他者を笑わせるという行為は、組織運営
において経営者が他者を動かす際に円滑に機能
し、取引先との良好な関係を構築する際にも重
要な役割を果たしている可能性がある。

７．６．４　�第三の論拠：ユーモアは職場内の
コミュニケーションを改善し、業
務パフォーマンスを改善する

丸山ら（2016）は、職場ユーモアについて、
「職場内のコミュニケーションを改善する薬と
して働きながら、業務パフォーマンスや心身の
健康関連QOLにもポジティブな影響を与えて
いる。」と報告している。（2016）

７．６．５　まとめ
前述の三つの論拠から導かれる仮説は、倫

理的な経営は、財務パフォーマンスに良い成果
を与えるというものである。本研究の調査結果
だけを皮相的に見た場合、単に顧客を冗談で笑
わせるような経営は、企業が目指すべき収益率
の向上という経営課題になんら影響を及ぼさな
い愚かな経営行為であると評価されることもあ
るかもしれない。しかし、前述の考察内容が示
すように、この愚かな経営行為だという解釈は
間違っている可能性がある。倫理的な経営（道
義的な価値観を重視する類の経営）は、単に
倫理的であるだけにすぎず、財務パフォーマ
ンスには影響を与えないという考えは根強い。
少なくとも先行研究では、意見が大きく割れて
いる。仮に倫理的な経営は財務パフォーマンス
に何ら影響を及ぼさないという立場に立脚した
場合、倫理的な経営に力を入れることも無意味
に感じ、顧客や従業員を冗談で笑わせるという
経営行為はより一層無意味かつ愚かに感じられ
てしまうかもしれない。しかし、724社の定量
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方が予想される。第一の在り方とは、現代社
会における技術水準で、実装可能なプログラ
ム・実現可能な人工知能の反応のみを考慮に入
れた上で、どのようなプログラムをインプット
するべきかについて議論を行う在り方である。
第二の議論のあり方とは、技術水準が向上した
未来における人工知能にインプットするプログ
ラム・実現可能な人工知能の反応も考慮に入れ
た上で、どのようなプログラムをインプットす
るべきかについて議論を行う在り方である。こ
れら二つの議論のあり方に、優劣をつけること
は難しい。なぜならば、その両方に大きな意義
と価値が常に存在するためである。現代社会に
おいては、どの程度のスピードで、技術水準が
向上するかを予測することは非常に難しい。そ
のため、本稿では必ずしも現代社会の技術水準
で、完全に実装可能であるとは考えにくい倫理
要素についても、調査を行い、未来社会の人工
知能の在り方についても考慮に入れた上で提言
を行った。

従って、本稿で行う提言は、現代社会の技
術水準で、あらゆる理想的な人工知能による倫
理的な振る舞いが実現するという前提に立った
ものではないことをあらかじめご理解いただき
たい。

現代社会において、どうすれば核兵器を
廃絶できるかを人間が考察するのと同じよう
に、未来社会において、人工知能が同様に、ど
うすれば核兵器を地球上から廃絶できるのかを
解析している可能性は否定できない。また、限
られたリソースの中で、国家や企業がどうすれ
ば、人類の幸福に資することができるのかを検
討するのと同じように、未来社会において、人
工知能がこの課題を解析している可能性も同様
に否定することはできない。

これらの意思決定プロセスにおいて、人工
知能が最終的に発話する、提案する、解析結果

※上から順番に重要度が高いものとして記載。
1.…顧客を冗談などで楽しませなさい。
2.…顧客をほめなさい。
3.…地域住民を喜ばせなさい。
4.…顧客を喜ばせなさい。
5.…従業員を褒めなさい。
6.…従業員を冗談などで楽しませなさい。
7.…地域住民を冗談で楽しませなさい。
8.…従業員を喜ばせなさい。
9.…顧客の幸せのためになることをやりなさい。
10.……従業員の幸せのためになることをやりなさ

い。
11.…地域住民の幸せになることをやりなさい。

８．３．提言の理由
上記のように提言を行う理由は３つある。

第一の理由は、「提言内容は、倫理を重視する
経営者が重視している倫理要素の優先順位で
あること」である。産業界におけるロボット
が、より一層倫理的な振る舞いを見せるために
は、より一層倫理的な人物と同じような道徳
的ジレンマに関する思考回路を人工知能が有
していることが理想的である。第二の理由は、
倫理的な経営が企業の財務パフォーマンスに好
影響を与える可能性である。本稿で言及したよ
うに、かつての先行研究を考慮すれば、倫理的
な経営は、企業の財務パフォーマンスに好影響
を与える可能性がある。産業界で生産される人
工知能搭載ロボットの生産には、多額のコスト
がかかる。そのためロボット生産側の動機と、
インプット内容には、一定の整合性が求められ
る。つまり、コストを負担する発注企業の業績
が長期的に引き上がる人工知能が流通しなけれ
ば、ロボット産業の発展も望みにくい。第三の
理由は、未来のロボット社会をより理想的なも
のとすることである。人工知能に何をインプッ
トするべきかについての議論には、２つの在り
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が示すように倫理経営は、長期的に企業の財務
パフォーマンスを向上させる可能性である。近
年わが国でもたびたび報告されている大企業に
よる不祥事は氷山の一角であり、倫理に関する
無知や無関心が、企業の業績に大きなダメージ
を与えることもあれば、倫理的な経営が、組織
の統制力を引き上げ、顧客を強く引き付ける可
能性も否定できない。（6）（7）第二の理由は、他者
を冗談で笑わせるような微笑ましい倫理経営の
在り方は、経営者および全従業員が、人を動か
し、企業活動を円滑にする可能性があることで
ある。第三の理由は、職場環境改善の可能性で
ある。

本研究の意義は上記のように、倫理経営の
有意義性に関する新たな知見を提示し、その上
で、産業界における次世代の人工知能にイン
プットすべき道徳的ジレンマの問題を解決する
ためのガイドラインを提示したことである。

８．５．補足
本稿の結論は、一般常識に反する内容かも

しれない。倫理とは崇高なものであり、人を冗
談で楽しませることは、次元が低いことだと考
えられてしまうかもしれない。第一に考慮に入
れられる必要があることは、本調査が実際の経
営現場で売上をあげている経営者の問題意識に
基づいていることである。企業に収益をもたら
すのは顧客以外に存在しない。本調査結果は、
このような経営の原理原則とも符合的である。
なぜならば、相関係数ベスト５の上位のほとん
どが顧客で占められているためである。経営倫
理の問題とは、不祥事を起こすか起こさない
かだけの問題ではない。クレド経営が財務パ
フォーマンスと大きな関係があるのではないか
と推察され、野中が松下幸之助の理念経営に注
目したように、倫理経営は、財務パフォーマン
スに大きな影響を与える可能性があるものであ

を提示する、などのアウトプット行為を行う際
に、何をどの程度重視するのかという道徳的ジ
レンマやバランスのとり方についての問題は常
に存在する。この問題を、私たちは避けること
ができない。本稿は人類が必ず直面するその現
実的な経営課題に関する一つの答えを提示する
ものである。言い換えれば、本研究結果は、あ
くまでも試論にすぎず、今後世界の様々な地域
で行われる本研究課題と同じ領域における研究
への初期的な提言を行うものである。

８．４．本研究の意義
本研究の意義は大きく二つある。第一の意

義は、人工知能に道徳的な振る舞いをさせるた
めの、道徳的なジレンマ問題を解決する一つの
解決策とガイドラインを提示したことである。
今後の未来社会で避けて通ることはできない道
であるという意味でも、既に産業用ロボット
が普及し、消費者のニーズや企業のニーズが
高まっているという社会背景を考えても、こ
のガイドラインを提示した意義は少なくない。
第二の意義は、第一の意義に何の意味があるの
かについての答えである。換言すれば、倫理経
営が批判される点について、一つの有効な反論
材料を提示したことである。倫理経営につい
ては、社会の認知が十分であるとは言い難い。
倫理経営は単に道徳的であるだけであり、経営
に何ら資するところはなく、単なる経営者の自
己満足にすぎないという誤解は多い。同様に、
倫理と企業の財務パフォーマンスは特段なんの
関係もなく、何が道徳的なのかについては、人
によって解釈が異なるのだから、倫理経営に
ついて考察することは無意味なばかりか、労
力や時間の無駄であるという考え方も根強い。
ところが、本研究が示すように、このような考
え方は根本的に間違っている可能性がある。理
由は大きく３つある。第一の理由は、定量分析
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徳的な振る舞いや目標行動と置き換えて
も差し支えない。ただし、牛山らが行っ
た他の関連研究では、「顧客志向性」や

「顧客第一主義」などの理念の種類につ
いて、倫理要素と著者は表現している。
その理由は、組織文化の研究は、文化の
強度や要素に関する研究に二分すること
ができるためである。本研究は要素に関
する研究である。

（３）… …モラルマシンとは、MITメディアラボが
進めている自動運転車を用いた人工知能
の道徳的な意思決定について、人間の視
点を収集するためのプラットフォームで
ある。

（４）… …2018年２月～３月に東京都・神奈川全
域各地で行われた倫理系経営者向けモー
ニングセミナーなどに、13回出席し、個
人的にアンケートを依頼した。

（５）… …高尾は、「優しさに関する研究」という
タイトルの研究で、愛他行動とは、他人
のことを第一義的に考えて起こす行動の
ことであると述べている。本稿で述べた

「優しい」とは、高尾が述べる優しさに
関する解釈のように、他人のことを第一
義的に考えて、即座にその実現を目指す
在り方のことを指す。弁護士や医師が職
務を通じて、社会貢献を行うことも優し
さと呼ぶことができる。従って何をもっ
て優しいと考えるかについては慎重な態
度が必要であると考えられる。本稿で述
べた「優しい」とは、他人のことを第一
義的に考えて、自己犠牲を心理的・肉体
的・経済的に払う度合いが大きいことを
指す。一つの判断の目安は無料でも実行
するかどうかである。職務を通じての社
会貢献は、労働契約の取引という性格を
有する。ただし、このような解釈は一義

る。このように不祥事を防ぐマイナスへの対策
と財務パフォーマンスを向上させるというプラ
スへの対策の両方が倫理経営には存在してい
る。

また横澤ら（2012）は、老舗企業の基本理
念は顧客第一主義であると述べている。

８．６．本研究の限界と展望
本研究ではあくまでも、人工知能へイン

プットすべき倫理要素を探求することが目的で
あったため、経営倫理に関心がある経営者（経
営倫理系のセミナー受講者）を対象として調査
を行った。従って一般的な経営者の考え・性質
を推定することは、本調査結果からは難しい。

本研究は、あくまでも初期的な仮説生成に
近い仮説検証の研究に過ぎない。調査対象者の
数も多くはなく、国際的に普遍性がある理論が
得られたという保証もない。また、本稿の論考
はあくまでも「現象に対する説明可能性」を示
唆するにとどまるものであり、理論的一般化を
試みるにはデータ数が心もとない。そのため、
今後は調査対象者の数を増やし、各国で同様な
研究が行われることが望ましい。

注
（１）… …モラルマインとは、MITメディアラボが

進めている自動運転車を用いた人工知能
の道徳的な意思決定について、人間の視
点を収集するためのプラットフォームで
ある。

（２）… …倫理は善悪の基準を考察する学問であ
り、何をどの程度道徳的であると見なす
かについては、多くの見解が存在する。
本研究では、倫理的であると考えられる
様々な価値観（詳しくは後に紹介する質
問調査紙に記載。）を「倫理要素」と表
現する。本研究においては、具体的な道
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再帰するテレオパシーの問題
―  働く個人の倫理という観点から  ―

The…problem…of…teleopathy…to…recur
－From…the…point…of…view…of…working…individual…ethics－

ABSTRACT
In… this…paper,… one…of… the…causes…of… corporate… scandals… is… the…alienation…of…working…
individuals.…This… is… caused…by…becoming…mere… shells… of… ethical… initiatives… such… as…
compliance…and…CSR,…which…greatly…undermines…the…autonomy…of…working…individuals.…
In…order…to…solve…the…ethical…issues…of…a…company,…there…is…a…need…for…“business…ethics”…
that… cannot…be… returned… to… corporate… ethics,… and… that… includes…working… individuals.…
Goodpaster,…one…of… the… few… researchers…with… such…a…point…of…view,…pointed…out… that…
scandals… arise… in… the… unbalanced… pursuit… of… purpose… imposed… on… individuals… by…
companies,… and…called… them…“teleopathy.”…Conscience… is… required… to…avoid… this,… and…
therefore… companies… seek… conscience… from…working… individuals,… especially…middle…
managers.…However,… such…a… request…of… conscience… is… transformed… into… “pursuit… of… a…
purpose…without…balance”,…and…it…becomes…a…second…teleopathy…and…it…is…recurrence.…In…
addition,…the…middle…manager,…who…fears…“not…being…conscientious,”…behaves…repressively…
towards… his… subordinates… and… recurses… the… third… telepathy.…The…main… purpose… of…
this…paper… is… to… focus…on… such… recurrence…and… to… think…about… the…ethics…of…working…
individuals.…

キーワード
働く個人の倫理、企業倫理の形骸化、テレオパシー、再帰性

きる。合法的な利潤の追求を謳いながら、たく
さんの企業が脱法行為に手を染め、さらに先へ
と不幸な歩みを進めた。企業としての意思決定
に基づく不正会計や詐欺などの犯罪行為が、特
にアメリカにおいて頻発するようになった。そ
のような事態を前にして、企業行動に対して社
会的な規範性を持たせるという問題意識が大き
く形成された。それが1980年代に入って学問

ビジネス・エシックスの背景と目的
英語の“Business…Ethics”を日本語へと翻訳す

る場合に、一般には「企業倫理」という言葉
が用いられる。このことは、ビジネス・エシッ
クスが成立した歴史的背景、つまり、企業が新
自由主義を旗印に掲げ、あくなき利益の追求を
行った帰結として不祥事や犯罪が続発した、と
いう点に鑑みれば、一定の理解を得ることがで
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的な色彩を獲得し、応用倫理学の１分野として
のビジネス・エシックスが成立することになっ
た（1）。

倫理性を欠いた行為の主体は、明らかに企
業である。よって、ビジネスにおける倫理の問
題とは常に企業行動に関わる倫理の問題であ
る。こうして生まれた「企業倫理」という翻訳
語は、既にこの国の社会にも広く浸透してお
り、そして、いくつかの学問の方向性を非常に
特徴的に示している。

日本における「企業倫理」学の方向性は、概
ね２つの流れに収斂されている。１つには、大
学やビジネス・スクールにおける教授という方
向性を挙げることができる。

アメリカで起こった多くの不祥事件には、
MBA（Master…of…Business…Administration） を
取得した経営者やいわゆるビジネス・エリート
が主体的に関与していた。その反省から、ハー
バード・ビジネス・スクールにおいて、アメリ
カ初のビジネス・エシックスの講座が開設さ
れ、多くの大学がその流れを踏襲した。今もな
お、相当な数の講義や演習が頻繁に行われてい
る（2）。そして、アメリカほどの勢いには欠ける
ものの、この国でも「企業倫理」ないし「経営
倫理」に関する教育が、一定のレベルで行われ
ている。それらは必ずしも、大学や大学院、あ
るいは、ビジネス・スクールで実施される教育
には限定されておらず、むしろ、企業が社内研
修等の機会を通じて行うことの方が一般的であ
る。そして２つ目の流れとは、後者のスタイル
が教示する内容と非常に深く結びついている。

企業の活動に関して、20世紀の終わり頃か
ら、CSR（Corporate…Social…Responsibility：企
業の社会的責任）の問題が語られるようになっ
た。その論議の根幹をなす１つとして、いわゆ
る「ステークホルダー論」を挙げることができ
る。ステークホルダーとは、企業の存立や行

動、発展に直接・間接の利害関係を持つ「利害
関係者」を意味しており、株主や経営者、社員
などといった「内部」の人間だけではなく、消
費者や自治体、さらにはNGOやNPOといった

「外部」をも包含する、非常に幅広い概念だと
理解されている（3）。

たとえば、フリーマン（Freeman,…R.E）らは、
CSRの「S」に「Stakeholder」を充てることに
よって、「社会」という言葉が包含し得る幅広
い射程に対応し、また、企業に対して求められ
る責任の範囲を広く受け止めようと試みた（4）。
このように、ステークホルダーの利害を深く考
慮に入れることにより、企業の行動に、自社の
利益を追求するだけではない社会性を持たせる
こと。それがCSRの目指す１つの地平なのだと
いって差し支えない。

また、企業研修などの場で盛んに論じられ
るテーマとして、コンプライアンスを挙げるこ
とができる。一般に「法令遵守」と翻訳される
この言葉は、2000年代以降のさまざまな企業
の不祥事の発覚と相まって、一気に市民権を獲
得した。

2001年のエンロン事件以降、アメリカにて
生じた流れを受けて制定されたJ-SOX法、ある
いは2004年の公益通報者保護法制定、さらに
は2005年に内部統制システムの大綱を定める
ことが会社法にて取締役会の法定決議事項とさ
れるなど、内部統制強化の仕組みが整備される
なか、多くの企業が独自に倫理綱領やコンプラ
イアンス方針などを定め、その取り組みや体制
づくりを強化してきた（5）。今やそれは単に法を
守るというだけに止まらず、「社会の構成員と
しての企業人、社会人として求められる価値
観・倫理観によって誠実に行動すること」、つ
まり、広く社会の要請に応えていくことと定義
されている。「公正かつ適切な経営を実現し、
市民社会との調和を図り、企業を創造的に発展
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させていく」ことが、企業に求められるコンプ
ライアンスの在り方に他ならない（6）。

このような企業の変化には、近年の消費
者動向の変化も大きな影響を与えている。特
に最近では、アルバイト社員等による不適
切行為がSNSに動画として投稿され、それら
が「炎上」したことにより、雇用者である
企業もまた大きな批判に晒され、最終的に
謝罪を余儀なくされるケースが多発してい
る。無論、明確な違法行為が行われていな
いケースもなかには存在する。それでも、

「社会人に求められる一般的な価値観・倫理観」
を明らかに欠いている点が、大きな批判を生む
要因となっている。

こうしたCSRとコンプライアンスの動向
は、広くコーポレート・ガバナンスという点で
同じ領域に包含される。従来のコーポレート・
ガバナンスが効率性と遵法性だけを中心に据え
てきたのに対し、これら２つの流れを包摂した

「企業倫理」学は規範性という要素を企業の行
動原則として要求するようになった（7）。さらに
は、倫理教育プログラムの策定や外部費用や情
報公開レベルの測定、社会的貢献の数値化、そ
の他諸々のルールや仕組みの構築を通じて、い
わば規範性を制度化しようと試みてきた（8）。よ
り具体的にいえば、各種倫理教育によるソフト
面の強化、加えて「制度化」を通じたハード面
の強化。このような二正面作戦を忠実に遂行す
ることによって、企業は今日までガバナンスレ
ベルの底上げを試みてきたのだといえる。

その目的とは、端的にいえば不祥事件の撲
滅である。不祥事件が起これば当該企業にはこ
れまでにない厳しい視線が向けられる。単に利
益が減少するどころか、最悪の場合には企業
の存続さえもが危うくなる。2002年１月、牛
肉産地偽装事件によって刑事告発され、そのわ
ずか３か月後には経営破綻に追い込まれた雪印

食品のケースが、そのような危険性を見事に象
徴している。企業が社会の一員としての責任を
しっかりと果たし、そのとおりの存在として認
知され、永続的に発展していくこと。そのた
めに、企業自身が変わっていくこと。現実の
レベルで企業としての行動を変化させること。
そうした変化の一助となることが、「企業倫理」
学、ないしは、ビジネス・エシックスの目的に
他ならない。

実際に企業の行動は、消費者の動向や経営
者の意識の変化などと共に変わりつつある。も
はや、「自社の利益の追求のみを経営原則とし
ています」などと主張する企業や経営者は存
在しないといってよい（9）。その点に、これまで
ビジネス・エシックスが果たしてきた、一定の
貢献を認めることは十分可能である。だがしか
し、そこにはまだまだ大きな課題が存在してい
るのではないか。ないしは、何らかの大きな
陥穽が待っているのではないか。その証拠に、
企業による不祥事件は依然として雨後の筍のよ
うに発生している。過去にも大きな不祥事件を
引き起こした企業が、同じ愚を繰り返している
ケースも見受けられる。CSRやコンプライアン
スといった企業によるガバナンスの強化を喧伝
する声の裏側では、今もなお、必死の面持ちで

「張子の虎」を支える社員が多数疲弊している
のではないか。筆者自身の拙い実務経験と管見
から、それらの疑問を簡単には消し去ることが
できない。つまり、ビジネス・エシックスが抱
える今日的な課題について、もう少し詳しく見
ていく必要がある。

ビジネス・エシックスが直面する今日
的課題

今日では「ビジネス」という言葉自体が多義
性を帯びている。梅津はそうした多義性を端的
に示すべく、“Business…of…business…is…business”
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内ルールの上では倫理的な行動を取るべしと定
めている一方で、現実にはどうしてそれができ
ないのか、という点についての考察は、ビジネ
スにかぎらず十分なものとはいえない。

さらに２つ目の理由としては、コンプライ
アンス経営に求められる自律性という理念に比
して、その実践に関わる法務部門などの役割や
取り組みに大きな変化が見られない点が挙げら
れる。特に、企業のトップが営業畑や技術畑の
出身で、経理や総務、法務に対する認識が不足
している場合に、変化のない傾向が顕著にな
る（16）。それらは、表面的な制度やコミットメ
ントの充実ぶりに比べて、内実の薄さが顕著な
ケースであり、まさに「張子の虎」と表現す
るのが相応しい。そしてこのような表面性は、
コンプライアンスの形骸化と呼ぶべき事態を引
き起こす。たとえば、社内のコンプライアンス
研修等で語られる言葉が高邁であればあるほ
ど、それらが具体的な職場のルールからは乖離
し、混乱を招致する。あるいは、個人の価値観
の多様性に配慮することなく、ステレオタイプ
な多くの言説を、しかも、一方的に解くことに
よって、研修効果が大きく減じられることにな
る（17）。さらに、カタカナ語を頻繁に用いるこ
とで胡散臭さが増し、つまらないと感じる社員
の数を増やす要因になっている（18）。

こうしたコンプライアンスの事例に加え
て、筆者自身が会社員時代に体験したCSRの取
り組み事例を紹介する。筆者が勤務していた
企業では、各職場にCSRの推進主体となるキー
パーソンが、兼務という形ではあるものの、現
場第一線の各部署に設置されていた。毎年秋
の１か月が取り組み強化月間に指定され、自
発的な活動への参加が呼びかけられた。無論、
コミットメントの類も整備されたものが全社員
に対して配布されている。外形的な体制整備と
しては申し分のない状況であった。だが、筆者

を「企業の本務は金儲けである」と翻訳してみ
せた（10）。ビジネス・エシックスの役割とは、
三番目の“business（金儲け）”にたしかな倫理性
を持たせることであり、倫理的に善いことを
行って、しかも、業績の高いビジネスの在り方
を模索することに他ならない。ないしは、倫理
的に善い行いが高い業績を生む方法について探
求することに他ならない（11）。そのような役割
を実現するためには、理論と制度、そして実践
という、３つのレベルのビジネス・エシックス
が必要とされる。これらの点はどれも、応用倫
理学が押さえておくべき要素である（12）。

ここまでの文脈にしたがうならば、大学や
ビジネス・スクールが行う教授などを理論のレ
ベルと見なすことができる。それらと同様に、
CSRやコンプライアンスなど、いわゆるコーポ
レート・ガバナンスの取り組みを、制度のレベ
ルと同定することができる。最後の実践とは、
こうした理論や制度をバックグラウンドとして
行っていく現実の意思決定や、制度等によって
抑制を受ける行為のことを意味している。これ
までの倫理学があまりにも理論に集中しすぎ
た、との反省に基づき、制度や実践とのバラン
スをしっかり取っていくことが大切である（13）。

そのために制度のレベルが強化されてきた。
だが、企業による不祥事は後を絶たない。さら
に、数の問題だけではなく性質の変化も認める
ことができない。組織ぐるみ、複数の役職員の
関与、あるいは、個人が利得を得ようという
のではなく会社のために違法行為を行うケー
ス、こうした大部分の不祥事は昔も今も変わ
るところがない（14）。こうしたことの理由とし
て、１つには、倫理的にはどう行動すべきかが
わかっていても、実際の場面ではそのとおりに
行動できない社員が多いという点が指摘され
る（15）。これは古代ギリシアから「アクラシア（無
抑制）」と呼ばれる古くて新しい課題だが、社
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こうした疎外は、組織に倫理性が深く根づ
かないなどの形を取りながら、多くの企業の不
祥事を間接的に引き起こしている、との懸念が
ある。ビジネス・エシックスはこれまで、「全
体として企業という組織の倫理性」に大きく関
心を傾け、「個人の側に力点が置かれた倫理的
問題への関心が薄い傾向」を顕著に示してき
た（19）。冒頭に述べたとおり、この国のビジネ
ス・エシックスがその訳語として「企業倫理」
を選択した点にも、そうした傾向は如実に表れ
ている。そのことに筆者は強い違和感を覚えて
きた。たしかに、会社なくして社員という立場
は存在し得ない。だが、社員なき会社を想定し
て語ることもまた明らかに現実性を欠いてい
る。「企業倫理」学には決して還元し得ない個
人の問題を考えることは、ビジネス・エシック
スをさらに豊潤なものとし、これまでの陥穽を
多少なりとも克服する可能性を秘めている。だ
からこそ、働く個人の疎外と真剣に向き合って
いく必要がある。

働く個人の倫理とは何かを深く掘り下げ、
組織に働く人間一人ひとりが、真摯に考える土
壌を作っていかなければならない。倫理の実践
とは、顔を持たない企業がなし得る行為では決
してない。古くからアクラシアの例が象徴し
ているように、倫理的行為を実践する単位と
は、常に顔を持った個人に他ならない。つま
り、今ここで述べた内容がそのまま、今日的な
ビジネス・エシックスが抱える課題を意味して
いる。そしてそれらの課題は、働く個人と個人
が行うべき実践の双方とに、深く結びついてい
る。

ビジネス・エシックスと個人の問題
現在のビジネス・エシックスの文脈におい

て、働く個人の倫理に深く言及した１人に、
グッドパスター（Goodpaster,…K.…E）を挙げる

を含めた多くの社員が参加した活動は、自社ビ
ル周辺のゴミ拾いである。無論、ゴミ拾いの価
値を貶めるつもりはない。しかし周辺には多く
の企業が林立している。どの会社も概ね同じこ
とを考える。しかも、どのビルも毎日、清掃を
委託した外部業者がゴミを拾い続けている。つ
まり、当該期間に改めて拾うべきゴミなどそも
そも存在しない。ゴミを入れるはずの袋と各社
員に配布した軍手の費用が無駄になる。しかし
キーパーソンには、参加人数の報告が求められ
ている。それだけでなく、報告すべき人数には
あらかじめノルマが設定されている。したがっ
て、ゴミ拾いは人数がノルマに到達するまで繰
り返し実施されることになる。業務時間中に
は実施できないので、昼休みの時間が充当さ
れる。会社は永遠に「自発的」を口にするが、
誰かが贖罪の山羊になる決断をしなければ、参
加への呼びかけは半永久的に終わらない。その
ようにして集積されたデータは、純然たるCSR
の取り組みとして、公的機関などにも報告され
る。そして、多くの社員の心がCSRの精神から
大きく乖離していく。

あるいは、「CSR＝既に清掃された近隣のゴ
ミ拾い」という公式が、参加者の心の奥底に刻
み込まれる。つまり、先述した「コンプライア
ンス研修の形骸化」のCSRバージョンが完成す
ることになる。

このような乖離が、企業の不祥事の質を同
じままにし、また、件数が減じることのない理
由のすべてであるとは到底いえない。しかし、
空疎な言葉が飛び交う研修や、きれいな路面と
向き合うゴミ拾いのような場所では、明らか
に、企業で働く個人の人間性が大きく疎外され
ている。ビジネス・エシックスの理論や制度の
レベルが個人の価値観を無視して独り歩きを始
めている。つまり、ビジネス・エシックスの実
践が大きく疎外されている。

‒ 403 ‒



ことができる。グッドパスターは、企業が引き
起こす不祥事件の根底には常に、「バランスを
欠いた目的の追求（The…Unbalanced…Pursuit…of…
Purpose）」があると説く。そのことを、ギリシ
ア語の“teleo”（目的）と“pathos”（病）に当た
る言葉を結びつけて、“teleopathy”（テレオパ
シー）と名づけた（20）。日本語に翻訳すれば「目
的病」となる（21）。

こうした姿勢は、個人の行動だけではなく
組織としての行動にも認めることができる（22）。
CSRに関するコミットメントや、コンプライア
ンス研修の場など、建前の部分では高邁な言説
を語る一方で、それが実際の行動へと結びつか
ない背景には、本音の部分において、倫理より
も「目的」を重視する姿勢が存在している。す
なわち、企業にとっての目的とは利益を得るこ
とであり、経営者としては富や名誉を手にする
ことであり、さらに、個々の社員にとっては昇
進や報酬といったものが目的に該当する（23）。
一般に抑うつ状態の原因が心の病であるよう
に、バランスを欠いた目的追求の原因にはテレ
オパシーがある。それはビジネス・パーソンに
とって、まさに心の病のようなものである（24）。

テレオパシーは、以下の３つの要素に分解
することができる。あるいは、３つの兆候を示
すものと認めることができる（25）。

１つには、「強迫観念（fixation）」、ないし
は、「プレッシャーがかかった状態での単一の
目的設定（singleness…of…purpose…under…stress）」
である。このような目的は理解が簡単で、しか
し熟慮を欠いている。次に、「強迫観念」に導
かれる形での「正当化（rationalization）」ない
しは、「自己正当化」である。これは、目的の
達成を妨げる現実や社会的責任を都合の良い形
に解釈、ないしは、否定する傾向のことを意味
している。そして最後に、「正当化」に導かれ
る形での「乖離（detachment）」。目的を追求す

るに際して用いる倫理観と個人の日常生活にお
けるそれとの乖離が、ここでは示されている。
こうした３つの要素ないしは兆候が重畳するこ
とによって、人はテレオパシーへと至る。

テレオパシーはあらゆる意思決定を支配
し、目的自体やそれらを実現する手段の選択
は、実に近視眼的に行われることになる（26）。
やがて病巣が拡大すると、組織全体が毒され
る。組織の意思決定に適用する倫理レンズが激
しく歪み、その必然的な帰結として、倫理的に
誤った方向へと進んでいくことになる。こうし
た一連のプロセスを回避することこそが、ビジ
ネス・エシックスにとっての本質的な課題に他
ならないとグッドパスターは考える（27）。そし
て、個人と組織の心理メカニズムを同一視し、
個人が成長し倫理観を身につけるのと同じやり
方で、組織が倫理性を身につける方法を示して
いく。ないしは、テレオパシーを克服する方法
を提示していく。それが「良心」と呼ばれる心
の働きである。個人と組織の心理メカニズムを
同一視することができるのかどうか。その点に
は本稿は踏み込まない。しかし、テレオパシー
が個人の倫理にとって１つの大きな敵であるこ
とには疑いがない。

筆者が勤務した損害保険業界でも、過去に
保険金の不払いと、保険料の過剰徴収という大
きな不祥事を引き起こした。その根底には、金
融自由化をきっかけとした過剰なまでの競争が
あった。多くの顧客の獲得＝マーケットにおけ
るシェアの拡大が何より優先され、「目的」と
して固定されていた。そのような目的の実現に
反する言動は、合理化によって存在しないもの
と見なされた。「自由化の時代だから」という
掛け声のもと、日常生活とは明らかに異なる倫
理観を適用した。つまり、多くの社員がテレオ
パシーの状態にあった。グッドパスターは、
1986年１月に起こったチャレンジャー号の爆
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には、いわゆる「黄金律」が存在している。「黄
金律」は理性と他者への尊重とを結びつける

（31）。つまり、「黄金律」の説く自己愛と他者へ
の愛との互恵関係が、「内なる道徳律」にとっ
ての確固とした基盤となっている（32）。そこに
はカント倫理学の影響がたしかに存在してい
る。いわゆる「人間性の原則」が他者への愛を
支える大きな根拠となっている（33）。

カント倫理学は、規範倫理学の主流をなす
５つの倫理レンズ（34）のひとつ、「義務論」の根
幹を支えている。義務論は「黄金律」が象徴す
るすぐれた理想を掲げる反面、たとえば、次の
ような事例を思い浮かべるときにその陥穽が明
らかになる。凶悪な殺人犯に追われる人が助け
を求めてきたので匿った。そこに殺人鬼が現れ
誰かを匿っていないかと尋ねた。どのような相
手であれ、嘘を吐くという行為は明らかに普遍
化可能性の原則に反している。だからこそ、一
度は匿った人を殺人犯に差し出した、そしてそ
の人は、殺人犯にあえなく殺されてしまった。
まさに「利益か正論か」の二者択一、ないしは、
複数の異なる義務の行使の要請に対して、義務
論は実に脆弱な姿を示さざるを得ない（35）。こ
うした矛盾を止揚し、両者を同時に実現するこ
とは、経験的にも非常に困難なものだといわざ
るを得ない。だからといって、何も義務論の陥
穽を指摘することが筆者の狙いなのではない。

個々の倫理レンズには一定の陥穽と呼ぶべ
きものが必ず存在する。筆者が義務論を例に示
したかったのは、倫理レンズには何らかの「死
角」が存在すること、そしてそのような「死角」
を無視し、ひとつのレンズだけを用いることに
よって、二次的な被害が生じ得ることの２点で
ある。

たとえばMBA教育において、倫理とリー
ダーシップの関係が非常に重視されてきた。そ
こでは、高い倫理観も持った人物がリーダー

発事件を例として示し、当時のNASAでは、安
全性の問題よりも締切りを守ることに注意が
向けられていた点を、特に厳しく批判してい
る（28）。無論、これもまたテレオパシーの１つ
の形態に他ならない。

こうした体験や文脈からも、個人の倫理
はやはり重要な問題であり、その探求のため
に、グッドパスターの立論を手がかりに論を進
めることには一定の意義があるだろう。

再帰するテレオパシーの問題
グッドパスターは明確に触れていないが、

筆者はテレオパシーが内包する再帰性という
問題に注目している。ここでいう再帰性とは、
一度生じたテレオパシーに対して、それを回避
するために講じた策が、それぞれ別の衣をま
とった第２、第３のテレオパシーとして回帰す
る特徴を表現するための言葉である。

第１のテレオパシーについてはグッドパス
ターの記述のとおりである。この国を念頭にお
いていうならば、経営層から主にミドルマネジ
メントに対して示される単一の目標が、多くの
マネージャーに対して強迫観念を生じさせる。
それが正当化や乖離へと至ることでテレオパ
シーが完成する。しかし、問題はその先であ
る。

前述のとおり、テレオパシーを克服するた
めには良心が求められる。グッドパスターは良
心に「理性的であること」と「他者の尊重」と
いう２つの核を与えている。前者の含意は世界
や他者、あるいは自己の認識に不可避的に伴う
バイアスを正そうとする点にある。また、後者
が意味しているのは、さまざまな価値観に対し
て寛容な姿勢のことである（29）。個人が意思決
定を行うにあたっては、認識論的なバイアスを
意識し、また、複数の視点が示す多様な声に耳
を傾ける必要がある（30）。こうした良心の根底
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の「好み」が不快なファナティシズムを身に纏
い、しかもそれが少数民族などのマイノリティ
に向けられる場合、理性が明らかに不正義へと
導かれる様を、人々は目撃することになる（39）。

つまり、過剰なる良心の追求は、常に多様
なる可能性を排除する危険性を内包している。
良いリーダーとは常に倫理的な判断を下すリー
ダーではなく、常に組織の目標を達成するリー
ダーである、そのような転倒が組織に一度生じ
てしまえば、過去の多くの不祥事件がそうで
あったように、競争に勝つためにはすべてが肯
定され、弱い立場の人たちが被害を受けること
になる。こうした転倒は、「私は間違いたくな
い」から「私は間違わない」への倒錯として理
解することができる。それがさらに進むと次は
目的と前提までもが転倒し、「間違わない私」
が、所与の条件として機能することになる。こ
うした前提条件の下ではすべての矛盾が合理化
され回収されていく。そして、多くのケースが
示しているように、望ましい結果からは大きく
乖離していく。このような構図は、明らかに、
別の顔を纏ったもうひとつのテレオパシーに他
ならない。理想的なリーダー像を固定し、矛盾
する様々な出来事を合理化し、そして本来の目
的から実に大きく乖離してしまうこと。テレオ
パシーを回避するための設定が、むしろ抑圧装
置として機能し、テレオパシーに回帰するとい
う皮肉が、そこには明らかに存在している。つ
まりテレオパシーとは、ただ１つの目的だけを
目指して進む頑迷さに他ならない（40）。

しかし、問題はこれだけにとどまらない。
ワイク（Weich.…K.…E）は、ビジネスが権威

主義的な人々をひきつけ、そのような人物が権
力のある地位につくと自分の世界観を他人に押
しつける、という一般的な傾向について言及す
る。しかし、権威主義的人物とは独裁者ではな
い。むしろ、伝統的価値に従順で、主観的な考

となり、そうではない下位層のメンバーを啓
蒙し、より高い倫理性の段階へと導くことに
よって、企業の倫理的行動が可能になる、との
見解が支配的である。このような一連のシナリ
オにおいて倫理とは、「従業員、顧客、地域社
会、納入業者、および株主たちに対するリー
ダーの責任」を意味しており、かつ、それは「優
れたリーダー、組織、および実践と結びつけら
れなければならない（36）」。

たしかにリーダーシップの欠如は「個人およ
び組織の目的意識と責任意識を消滅させる諸価
値の矛盾と機能不全」を招き、組織において深
刻なシニシズムを形成する（37）。だが、そのよ
うな議論は依然として良心の醸成という観点に
止まっている。いい方を換えれば、求められる
リーダーとは「神の似姿（Imago…Dei）」とでも
呼ぶべき存在であるとの考えがしっかりと根を
張っている。このような志向性（信仰）は、フー
コーが既に語ったように「光に対抗する闇の夜
の断片を解消させること、社会の中にもはや暗
い空間が存在しないようにすること、政治上の
恣意、君主の気まぐれ、宗教的迷信、暴君や司
祭の陰謀、無知の幻想、悪疫、これらのものが
醸成される暗黒の部屋を破壊すること」を、そ
の本質的な目的と定めている（38）。

フーコーは、そうした信仰を体現するもの
としてベンサムが考案した「パノプティコン（一
望監視装置）」を批判したが、批判の真の対象
が、最大多数の快にとっては「闇の夜の断片」
でしかない少数の快を、光の下で「解消させ」
ようとする功利主義であることは、ここであえ
て強調するまでもない。

グッドパスターも指摘しているように、功
利主義には何が「最大多数の快」であるかを測
るための、共通の尺度が必要とされる。そし
て、そうした尺度を求めるためには「好み」を
許容することが求められる。しかし、ある集団
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値を徹底的に追求したが、結局そうしたことが
われわれに力を与えるのでなく、むしろおび
やかすようになった」のだといわざるを得な
い（44）。

イデオローギッシュな個人主義は倫理の可
能性を明らかに後退させる。拡散する個人を何
とか囲い込む目的で、マネジメントは必然的
に、統制を強化することになる。つまり、「単
一のレンズ」のもとで新たなテレオパシーが再
生産され、新たな抑圧が生まれることになる。
倫理の後退とは、まさにそのような回帰と再生
産がもたらす帰結に他ならない。個の方向を目
指して過剰に拡散する＜Imago…Dei＞を、ポス
トモダニズムの負の側面である懐疑主義と表現
してよいならば、それはビジネスによる倫理へ
の努力を空疎なものとし、やがて歴史を「バベ
ルの塔」へと導きかねない（45）。「バベルの塔」
とは、繰り返し回帰し再生産されるテレオパ
シーが、神を騙ること＝＜Imago…Dei＞によっ
て崩壊させる倫理の譬えである。そのような崩
壊を食い止めることこそが、これからのビジネ
ス・エシックスにとって、真の課題なのだと筆
者は考えている。

さいごに
筆者は今、人材開発コンサルタントとし

て、企業向け研修講師の仕事にも就いている。
昨今の研修において特徴的なのが、「自ら考
え、行動し、そして、成果を生み出す」とい
う意味においての「自律」が、新入社員を含
む若手層に対して強く叫ばれている点である。
仮に、このような自律が今後要請されていくの
だとして、それがビジネス・エシックスの実践
と緊密に結びつかなければ、その今日的課題を
解決することは、ほとんど不可能だといってよ
い。むしろ、働く個人の行動が「自ら考え」と
いう旗の下で明確な指針を失い、さらなる疎外

えや軟弱な姿勢を嫌い、常に支配／服従、強い
／弱い、リーダー／フォロワーなどの二項対立
を問題にし、自分が属するグループに対して忠
実な人物である（41）。

このようなリーダーは、「常に正しくある
私」の世界観を、下位者に対しても要求する。
自分が属する組織に忠実である分だけ、その度
合いは高くなっていく。伝統的な価値観に従順
であることが、いわゆる前例踏襲への強い執着
や、新しい発想への抵抗を生み出す。組織にテ
レオパシーが生じ、それを回避するための試み
が（リーダー層に対する）第２のテレオパシー
として回帰し、さらにそれが、部下への抑圧と
いう第３のテレオパシーへと帰着する。個人の
倫理をめぐる本質的な問題とは、このような
ループを原理的に、何度も繰り返すことになる

（42）点に存しているのだと筆者は考えている。
このようなテレオパシーのループが生じる

理由の１つに、行きすぎた競争主義の存在を
指摘することができる。そのことをグッドパ
スターは、マッコビーの表現を借りたうえで

「キャリア至上主義」と呼んでいる。このよう
な自らのキャリアを第一に考える心性が、倫
理との乖離をもたらす大きな要因となってい
る（43）。序論でも見たように、多くの企業は今
日、社員に対して「自律」を求めている。そこ
で語られる自律とは、「自ら考え、行動し、そ
して成果を生み出す」というサイクルのことを
意味している。だが、それが度を越した場合に
は、「個人主義」が１つのイデオロギーとして
機能し始める。

こうしたイデオローギッシュな傾向は、実
際問題として、年々勢いを増しているように見
える。そのことは、前節でも見たとおり、今日
のマネジメントが抱える複雑性によって色濃く
裏づけられている。多くの企業が、「自律性、
個人の能力、業績、および自由というような価
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ケンシュタインの怪物という表現は、批判の主
が大企業をそれに例えたことに由来している。
そしてグッドパスターは、個人の倫理と企業
の倫理は類比が可能だと考えている（48）。した
がって、上述の問いは「倫理的な個人という概
念は、怪物を生んだフランケンシュタイン博士
のようなものだろうか？」と置き換えることが
可能である。個人にとっての倫理を考えるうえ
で、こうした問いかけを無視して通りすぎるこ
とはできない。無謀にも何らかの回答を試み
るためには、これまでビジネス・エシックス
が、必ずしも十分には描き切れなかった領域へ
と踏み出し、さらに多くの検討を重ねていく必
要がある。それらを今後の大きな課題として提
示したところで、本稿をひとまず終えることと
したい。

＜註＞
（１）… …田島慶吾「哲学と企業の社会性―企業倫
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（４）… …水村典弘『ビジネスと倫理　ステークホ

ルダー・マネジメントと価値創造』文眞
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を生むことが懸念される。
あるいは、企業による過度な抑圧が個人の

自律を吸収し、さらなるテレオパシー状態を引
き起こしかねない。換言すれば、「企業という
組織の論理性」に傾いたままのビジネス・エ
シックスでは、今日的な課題を解決することが
難しくなっている。グッドパスターは、企業が
倫理性を獲得するために、自社の利益はもちろ
んのこと、さらにコンプライアンスなどの制度
に重きを置く段階をも超えていかなければなら
ないと述べる（46）。

21世紀に入ってからのこの国が推進してき
た、諸々の制度設計、ならびにその構築が、
ビジネス・エシックスへの関心を高めるとい
う点で、一定の貢献を示した事実は認める。
しかし、それだけでは必ずしも十分ではない。
多くの不祥事が今もなお発生し続けている現実
は、議論が今ここという場所から未来へと向か
う必要性を強く示唆している。近年、政府がい
わゆる「働き方改革」を推進し、これまでの企
業の在り方やそこでの社員の働き方が大きく変
化しようとしている。それが不祥事件の増加と
いう悲劇を生まないためには、今までにない倫
理への関心が強く求められている。そうした関
心を喚起することもまた、今後のビジネス・エ
シックスにとって、大きな１つの課題であると
いって差し支えない。その意味で、これからの
時代の働く個人の倫理とは、自律との関連性に
おいて抑えていく必要があると筆者は考えてい
る。そのためには、テレオパシーが引き起こす
問題の実相をさらに詳しく見ていく必要があ
る。

グッドパスターは、日々利益の追求のみに
明け暮れ、肥大するばかりの大企業に対する幾
多の厳しい批判をふまえながら、「倫理的な企
業という概念はフランケンシュタインの怪物の
ようなものだろうか？」と問うた（47）。フラン
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務論、ならびに④正義論、そして、⑤徳
倫理のことである。

（35）… Goodpaster（2007）op. sit.,…p.80.
（36）… …トーマス・R・パイパー、シャロン・ダ

ロッツ・パークス、メアリー・C・ジェ
ンタイル著、小林俊治・山口善昭共訳

『MBA教育におけるカリキュラム―ハー
バードで教える企業倫理―』生産性出
版、1995年、pp.193-197。）

（37）… 同上訳書、p.17。
（38）… …小林康夫・石田英敬・松浦寿輝編『（フー

コー・コレクション４）権力・監禁』ち
くま学芸文庫、2006年、p.385。

（39）… …Goodpaster,…K.…E.,…Nash,…L.…L…and…de-
Bettignies,…H.…C.… 2006.…Business Ethics.…
McGraw-Hill…Irwin,…pp.58-59.

（40）… ibid.,…p.41
（41）… …Weich,…K.…E.…1979.…The Social Psychology 

of Organizing.…McGraw-Hill.（ カ ー ル・
E・ワイク著、遠田雄志訳『組織化の社
会心理学』文眞堂、1997年、p.66。）

（42）… Goodpaster（2007）op. sit.,…p.31
（43）… ibid.,…p.23
（44）… Piper,…et…al.（1993）op. sit.,…翻訳：p.75
（45）… Goodpaster（2007）op. sit.,…p.62
（46）… ibid.,…p.134
（47）… …Goodpaster,… K.… E.（1991）.… “Business…

Ethics… and… Stakeholder… Analysis”,…
Business Ethics Quarterly,… Vol.1,…No.1,…
p.67.

（48）… Goodpaster（2007）op. sit.,…p.19.
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第１条（目的）
　本規程は､ 研究発表大会の企画運営、学会誌の企画編集、論文審査を適正かつ効率的に行うことを
目的とする｡

第２条（委員会の設置と役割）
１，理事会の下部機構として、次にかかげる二つの委員会を置く｡
　（１）研究発表大会実行委員会
　（２）学会誌編集・論文審査委員会
２，研究発表大会実行委員会は、研究発表大会の企画および運営を行う｡
３，学会誌編集・論文審査委員会は、学会誌の企画および編集を行う｡
４，学会誌編集・論文審査委員会は､ 次にかがける事項の審査を行い､ 理事会に報告する。
　（１）研究発表大会の「発表要旨」、「予稿原稿」等および研究発表大会での報告の適否
　（２）「学会誌掲載候補原稿」および学会誌への掲載の適否

第３条（研究発表大会の企画運営と審査）
１…，研究発表大会実行委員会は､ 研究発表大会を企画し、大会のプログラム、発表予定者数、発表候

補者と「発表要旨」、「予稿原稿」等を学会誌編集・論文審査委員会に提出し、学会誌編集・論文審
査委員会に審査を依頼する｡

２…，学会誌編集・論文審査委員会は、第５条に定める「研究発表大会での「発表要旨」および「予稿
原稿」の審査基準」に基づき､「発表要旨」、「予稿原稿」等を審査し､ 研究発表大会での報告の適
否について審査し､ 理事会に報告する。

３…，理事会は､ 学会誌編集・論文審査委員会の報告に基づき、会議を開きまたは持ち回りで必要な審
査を行い、報告の適否について最終決定し､ 研究発表大会実行委員会に指示する｡

４…，研究発表大会実行委員会は､ 採否の決定を､ 遅滞なく、本人に通知する｡

第４条（学会誌の企画編集と審査）
１…，学会誌編集・論文審査委員会は、第６条に定める「学会誌掲載論文審査基準」に基づき､ 学会誌

掲載候補原稿を審査し､ 学会誌への掲載の適否について審査し､ 理事会に報告する。
２…，理事会は､ 学会誌編集・論文審査委員会の報告に基づき、会議を開きまたは持ち回りで必要な審

査を行い、学会誌への掲載の適否について最終決定し､ 学会誌編集・論文審査委員会に指示する｡ …
３，学会誌編集・論文審査委員会は、採否の決定を、遅滞なく、本人に通知する｡

第５条（研究発表大会での「発表要旨」および「予稿原稿」の審査基準）
１…，研究発表大会での報告の適否については、次にかかげる事項を総合的に考慮のうえ、報告の適否

を決定する｡
　①経営倫理に関わるテ－マであること

研究発表大会および学会誌の企画運営と論文審査に関する規程
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　②統一論題または社会の関心にこたえるものであること
　③学会の研究水準の維持・向上に資するものであること
　④著作権、プライバシ－もしくは営業秘密を侵害せず、また法令に違反するものでないこと
　⑤新規研究者の発掘、育成に資するものであること
　⑥その他理事会が定める当該年度の特別の条件を具備していること
２…，学会からの発表依頼者、研究部会からの発表推薦者、一般発表希望者の数、学会の会場と日程と

スケジュ－ル等を考慮して決定した当該年度の大会発表者総数枠の範囲におさまるよう研究発表者
の数、発表時間等を調整するものとする。

…
第６条（学会誌掲載論文審査基準）
１…，研究発表大会での報告者は､ 学会誌掲載候補者となり、研究報告内容を「学術論文」として取り

纏め（学会誌掲載候補原稿という）、学会誌への掲載を申請することができる。
２…，学会誌編集・論文審査委員会は、必要に応じて、コール・フォー・ペーパー（ＣＦＰ）方式で、

学会員に対して学会誌掲載論文を公募することができる。ＣＦＰ方式の運用については、別途定め
られた「ＣＦＰ方式での論文募集に関する内規」に従うものとする。

３…，学会誌編集・論文審査委員会は学会誌掲載候補原稿について、次にかかげる事項を総合的に考慮
のうえ、学会誌への掲載の適否を決定する｡

　①経営倫理に関わるテ－マであること
　②学術専門誌である学会誌に掲載する学会報告として適切なものであること　
　③学会の研究水準の維持・向上に資するものであること
　④…学術論文としての形式（学会誌論文執筆基準をいう）と内容（独創性、証明・論理性、実践性を

いう）を具備していること
　⑤…学会誌編集・論文審査委員会が必要と認め、特定の掲載候補論文に関し、学会内外の専門家２な

いし３名をレフェリーとして指名し審査させたときは、その査読にもとづく助言・指導による訂
正を受け入れること。

　⑥著作権、プライバシ－もしくは営業秘密を侵害せず、また法令に違反するものでないこと
　⑦その他、理事会が定める当該年度の特別の条件を具備していること
４…，学会誌編集・論文審査委員会は、研究発表大会報告者、学会からの投稿依頼者の数、学会誌の許

容総頁数および許容費用等を総合的に考慮して決定した学会誌の総頁枠の範囲におさまるよう、学
会誌の掲載論文の数および頁数を調整するものとする。

５，投稿論文は未発表論文に限る。
６…，学会誌編集・論文審査委員会は、学会誌掲載を適当と認められた論文のうち、学術論文とは性格

を異にするが、政策的もしくは実践的に意義のある主張や提言等がなされているものを、学会誌の
「論説」欄に掲載することにつき、理事会に諮ることができる。

７…，学会誌編集・論文審査委員会は、学会誌掲載を適当と認められた論文のうち、学術的論文として
は末完成の研究覚書、調査研究継続中の考察、資料的価値の高いもの等を学会誌の「研究ノート」
欄に掲載することにつき、理事会に諮ることができる。
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第７条（学会誌編集・論文審査委員会の審査手続）
　学会誌編集・論文審査委員会の審査は次にかかげる手続きによる｡ …
　①…学会誌編集・論文審査委員会は、原則として、当該年度の審査担当者数名（うち少なくとも３名

は委員とし、１名を主査とする）を指名し、審査を委嘱する｡
　②…審査担当者は、研究発表大会での報告の適否または学会誌への掲載の適否について審査し､ 研究

発表または学会誌掲載の不適当なものについては、その理由を明示の上、主査が代表して学会誌
編集・論文審査委員会に報告する。

　③…学会誌編集・論文審査委員会は､ 審査結果報告に基づき、研究発表大会での報告の適否または学
会誌への掲載の適否について審議決定し､ 理事会に報告する｡

第８条（学会誌の著作権及び二次利用等）
１…，学会誌に掲載された論文等の著作権は日本経営倫理学会に帰属するものとする。
２…，学会誌に掲載された論文等の二次利用に当たっては、学会が別に指定する二次利用申請書に必要

事項を記載の上、申請するものとし、次の通り扱うものとする。
　（１）事務局は当該申請に受付番号を付し記録・保管する。

但し、特段の事情がある場合、受理しないことがある。この場合、受付番号は付与されな
い。同様に特段の事情がある場合、付与番号を取り消すことがある。

３…，事務局は申請書を受理した場合、その申請書に受付日、受付番号を付し保管する。申請者には事
務局より付された受付番号を通知するものとし、この通知をもって著作権の二次利用の許諾をした
ものと扱われるものとする。

第９条（事務局）
　本規程の運営に関する事務は、学会事務局が行う｡

第10条（改正）
　本規程の改正は､ 学会誌編集・論文審査委員会の議を経て、理事会が行う｡

附則
１，この規程は、平成１６年１０月２３日から施行する。

　施行年月日　　　平成１６年１０月２３日
　改正年月日　　　平成２３年１２月　３日
　　　　　　　　　平成２４年１２月１５日
　　　　　　　　　平成３１年　１月２６日
　　　　　　　　　平成３１年　３月　２日
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１．研究交流例会
　第100回研究交流例会
　　日　時：平成31年４月20日（土）　15時～17時
　　場　所：経営倫理実践研究センター　会議室
　　テーマ：制度的繋がりとシンクロナイズド・ビジネスモデル
　　報告者：岡田　仁孝　氏（…東京国際大学国際戦略研究所…Center… for… Inclusive…Business…and…CSR…

… センター長・教授、上智大学名誉教授）

　第101回研究交流例会
　　日　　時：令和元年９月28日（土）　14時～16時40分
　　場　　所：経営倫理実践研究センター　会議室
　　テーマ１：2019年度SBE年次大会参加報告
　　報告者１：梅津　光弘　氏（当学会前会長・常任理事、慶應義塾大学准教授）…
　　　　　　　田中　敬幸　氏（当学会会員、高崎商科大学准教授）
　　　　　　　本橋　潤子　氏（当学会会員、慶應義塾大学大学院後期博士課程）
　　テーマ２：ネスレの経営と経営倫理－CSV経営の背景
　　報告者２：高橋　浩夫　氏（当学会元会長、白鷗大学名誉教授）

　第102回研究交流例会
　　日　　時：令和２年２月８日（土）　13時半～16時20分
　　場　　所：経営倫理実践研究センター　会議室
　　テーマ１：第１回JABES研究部会報告：企業行動研究部会
　　　　　　　“最近の企業不祥事に関す一考察：企業経営・企業倫理における「人間性原理」の再構築”
　　報告者１：勝田　和行　氏（当学理事・企業行動研究部会部会長、
… 日本エマージェンシーアシスタンス取締役監査等委員）
　　テーマ２：外国人労働者と経営倫理…－政策的受け入れの日韓比較－
　　報告者２：宣　　元錫　氏（大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員、
… 中央大学総合政策学部兼任講師）…

２．第11回経営倫理シンポジウム（開催中止）
　　日　時：令和２年２月28日（金）13時半～17時
　　場　所：拓殖大学　文京キャンパス　C館201…
　　テーマ：経営倫理とコーポレートガバナンス：ジェンダー平等の推進を考える
　　【基調講演】
　　　基調講演１：ジェンダー平等がもたらす企業の持続可能な発展
　　　　　　　　　潜道　文子（当学会会長、拓殖大学副学長・教授）

令和元年度研究交流例会および経営倫理シンポジウム開催概要
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　　　基調講演２：いま、コーポレートガバナンスの在り方を問う：女性役員に期待するもの
　　　　　　　　　泉谷　直木　氏（アサヒグループホールディングス株式会社
… 取締役会長兼取締役会議長）
　　【パネルディスカッション】
　　　テーマ：社外役員の経験からの自問自答：ダイバーシティの視点から
　　　ファシリテーター：井上　　泉（当学会常任理事、日産車体株式会社社外監査役）
　　　パ ネ リ ス ト：馬越恵美子（異文化経営学会会長、当学会常任理事、
… 桜美林大学副学長・教授、株式会社日立物流社外取締役）
　　　　　　　　　　クリスティーナ・アメージャン（当学会会員、一橋大学大学院教授、
… 三菱重工株式会社社外取締役）…
　　　　　　　　　　松田千恵子（当学会理事、首都大学東京教授、日立化成株式会社社外取締役）…
　　　コメンテーター：今井　　祐（当学会常任理事、富士フイルム株式会社元代表取締役副社長）

＊報告者の所属および役職は講演当時のものを記載しています
… 以　上
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　本学会の第27回研究発表大会は、2019年６月22日（土）から23日（日）に東京工
業大学大岡山キャンパス西９号館で開催されました。本誌は、この研究発表大会で
の発表者から寄せられた学会誌掲載候補原稿28編、およびCFP方式による投稿原稿
８編のうち、公平かつ厳正な審査を経て選ばれた論文20本、研究ノート５本、論説
４本を掲載するものです。また、研究発表大会第一日目に実施された統一論題「AI/
ロボット時代における経営倫理」に関するシンポジウムの基調講演とパネルディス
カッションの抄録も掲載いたしました。
　論文審査にあたっては、当学会の「学会誌掲載論文審査基準」に基づき、それぞ
れの候補原稿について３名の匿名の委員が第一次審査を行い、その審査結果に基づ
いて、学会誌編集・論文審査委員会が学会誌への掲載の適否を最終判断しました。
　論文審査の過程で、学会誌編集・論文審査委員のほか、研究発表大会の会場別司
会者や学会理事の先生方に査読のご協力をいただきましたことに、心より御礼申し
上げます。
　なお長らく学会誌編集・論文審査委員会の委員長をされた中野千秋委員長が御退
任されました。学会の生命線ともいえる論文の品質管理に多大なる御尽力をされま
した中野先生に心より御礼申し上げます。
　新しい委員会のもと『論文原稿執筆要領』でデジタル情報の表記などより詳細な
表現形式に修正する方向です。皆様の御支援・ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

学会誌編集・論文審査委員会：
村山 元理（委員長）、梅津 光弘、小方 信幸、岡部 幸徳、潜道 文子、高 巖、
高浦 康有、高田 一樹、高野 一彦、出見世 信之、中野 千秋、松田 千恵子
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