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エグゼクティブサマリー
(１)

日本的経営の変容と情報セキュリティの必要性

わが国の経営システムの主たる特徴は、1960 年代から 80 年代にかけた高度成長期に確立
されたということができる。各企業においては、社員は家族というに等しい、関係依存型の
長期的・終身雇用システムを前提として、横並びでの昇進・人事慣行が維持されてきた。企
業と社員の関係は、長期的関係性に基づく性善説によって成り立ち、社内での情報共有は積
極的に行われた。監査役や取締役ですら社員と同じ仲間であるという意識が醸成され、関係
者が全員一丸となって高い業績を追求した。また、そこではサミュエル・ストウファーのい
う相対的剥奪、すなわち同僚との相対的な地位・収入の格差に基づく不満と、それによる内
部不正などの事態も最小限に抑止されていた。このような日本的経営が有効に機能し、当時
の我が国の高度成長を長期に支えたと言うことができる。
しかし 90 年代に入り、バブルの崩壊とそれに伴う日本経済の停滞、右肩下がりの経営環
境が続く中で、日本的経営のあり方は大きな変容を迫られることになった。例えば人事評価
において、組織としての業績のみならず個々の個人の業績も重視される競争原理の導入によ
って従来の社内の密接な情報共有は行われにくくなるとともに、従来の取締役や監査役まで
をも仲間と考える日本的経営の風土は、むしろ不正や不祥事の温床とすらみられる状況に変
わった。このような、経営システムの前提がいわば性善説から、いわば米国型の性悪説へと
変化しつつあることが、企業経営における情報セキュリティへの対応の重要性を高めている
と考えられるのである。
しかし言う間でもなく、日本の経営システムが、流動性の高い雇用市場と成果主義によっ
て特徴づけられる米国型へと、完全に変容することはありえない。本研究の目的は、わが国
に根付く経営システムの文脈と歴史的背景を十分に考慮しつつも、急激に変化する経営環境
の中で、適切な情報セキュリティを実現するための経営システムを、いかに構想し、実現す
るかについての道筋を示すことにある。

(２)

セキュリティ経営

従来の情報セキュリティ対策は、主として情報システム周りの狭い意味の情報資産（主に
形式知）の管理に重点が置かれてきたが、その実行は現場レベル・中間管理職レベルでの局
所的な対応に留まっていた部分が大きい。法令遵守（コンプライアンス）や事業継続（BCP）
を含めた全社的なマネジメントとしてのセキュリティ経営を、経営陣の強力なコミットに基
づいて実行するという、いわば「係長セキュリティから社長セキュリティへの」変革に基づ
いた、全社的なセキュリティ経営の構築が求められる。
セキュリティ経営は、まず企業価値の向上と、企業としての社会的責任の遂行の双方を、
経営戦略の中に最優先に位置づけることによって適切に実現されると考えられる。セキュリ
ティ経営における情報セキュリティ対策は、大きく次の三つに分類される。第一に、経営・
人事慣行の変化に伴い、従業員の相対的剥奪への意識が高まる中で、いかに内部不正を抑止
していくかということである。第二に、営業秘密や顧客情報といった形式知に加え、個々の
従業員が有するノウハウや経験といった暗黙知を含む情報資産を、いかにして管理の対象し、
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また有効な活用を図っていくかということである。第三に、不祥事や大規模な災害・事故等
の事態において、事業継続を担保するためのリスク管理を、いかにして実現するかというこ
とである。
これら情報セキュリティに関わる個別の施策は、第一義的には従業員や中間管理職がその
実務を担うことになる。しかし一方で、全社的なセキュリティ経営を実現していくためには、
経営層によるリスクマネジメントのあり方を考慮する必要がある。経営層は、情報セキュリ
ティの全体的指針を策定するとともに、従業員や関係企業、株主、監査役といった多様なス
テイクホルダーの間でのガバナンス構造を設計していかなければならない。

(３)

リスクマネジメント

セキュリティ経営を実現するために、企業のリスクマネジメントはどのようにあるべきな
のだろうか。本研究会では、大きく分けて次の４つの論点が提示された。
第一に、リスクに対する経営者の判断のあり方を再考することである。経営者の判断は、
善管注意義務を基本とし、合法性を前提とした合理的な利害得失の検討によって行われるべ
きであることは言うまでもない。しかしリスク判断を行うにあたり、人間は将来の不確実な
リスクを過小に評価する傾向があり、結果として確実な選択肢よりも不確実だが損失の高く
なる選択肢を選んでしまうことが往々にしてある。例えば、福島原発事故は人災であるとか
（国会事故調査委員会）、オリンパスにおける巨額損失隠し等の例が典型的であり、この問
題をどう克服するかはセキュリティ経営上の重要な課題といえる。特に、潜在的なリスクで、
一旦事が起こると企業に致命的なダメージを与える恐れがある事案については、将来の不確
実なリスクを過小評価しがちで相互牽制が苦手な内部の経営判断だけでなく、例えば社外取
締役や監査役といった第三者によるチェック機能を最大限活用することにより、長期的な観
点からも一貫したリスク判断を実現する努力を行っていくことは有力な選択肢かもしれない。
第二に、社内の情報共有において、相対的剥奪から従業員による不正発生を抑止する観点
からも「Need to Know」の原則を確立することである。典型的な日本型経営システムにおい
ては、情報は社内において、役職に関係なく、非公式に広く共有される傾向があり、それが
円滑な業務遂行に資してきた部分があることは事実である。しかし情報セキュリティの実現
にあたっては、重要な情報の保有者が多数に渡ることは望ましくない。情報の共有指針を明
確化し、必要がある人間のみがその情報を得ることができるという原則に基づいた、情報管
理体制を構築する必要がある。
第三に、企業活動に関わる低確率なリスクを、「想定外」から「残留リスク」へと変化さ
せることである。現実のものとなる可能性が低いリスクに対し、「想定外」として何らの配
慮を行わないことは、それが現実となった際に、企業にとって破滅的な損害を与える恐れが
ある（福島原発事故、オリンパス事件等）。残留リスクとは、低確率のリスクに対し、すぐ
に具体的な対策を採るわけではないものの、それが存在するものとして常に意識の下に置く
態度を指す。「想定外」として問題の本質から目を逸らす管理体制を改め、経営環境の変化
や対策技術の進化等が生じた場合には、速やか且つ適切な対応を行えるための心構えを育み
実行するための体制を構築することが必要になる。これをなし得るかどうかはまさに経営者
のコミット次第であり、係長セキュリティから社長セキュリティへの試金石といえる。
第四に、適切なセキュリティ投資の水準を算定することである。あるリスクに対する合理
的なセキュリティ投資規模の上限は、生じうる損害額の合理的な見積もりと、発生確率を乗
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じることによって導かれ得る。発生の確率が相当程度低い場合には、リスクに関わる情報を
積極的に開示することにより、残留リスクとしての認識を確保することが考えられる。一方
でそれが高い場合には、必要とされる投資規模を引当金として確保するのか、あるいはそれ
を下回る水準の投資規模での対応に留めるのかの判断を、一貫した基準に基づいて行う必要
がある。
このような要素によって形作られるセキュリティ経営は、以下のような図式によって表現
することができる。

図 １

セキュリティ経営の概念
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(４)

リスク判断のあり方

リスク判断に関わる心理学研究の領域においては、人は不確実な将来リスクに対し楽観的
となる傾向が指摘されている。その典型的な事例が、2011 年 3 月の東日本大震災における
福島原子力発電所事故への東京電力の対応であろう。地震発生と津波のリスクを適切に想定
し、十分に高い防波堤を作ることによって、最悪の事態は回避できた可能性がある。これこ
そが国会事故調査委員会にして「人災」と言わしめた所以である。そのようなリスクが低く
見積もられた理由としては、経営者の在任期間中に今回のような震災が生じる可能性が低い
こと、そして大規模な事故が生じたとしても、原子力損害賠償法により、対応のコストを電
力事業者のみが支払う必要がないため、一種のモラルハザードを生じたということも考えら
れる。経営者が、長期的な視点に基づいた、合理的な経営判断を行うための制度設計を行う
必要性を提起した事故であったと言うことができよう。
さらに経営者のリスク判断が求められる状況として、社会的に大きな反響をもたらす不祥
事への対応が考えられる。2000 年の参天製薬事件においては、現金の支払いに応じない場合
には、目薬に異物を混入するという脅迫文が送られた。それに対して同社は、翌日には厚生
労働省にリコールの決定を通知し、直後に社長自らが記者会見を行い、約 250 万個の目薬の
回収を発表するという迅速な対応を行った。リコールに伴い、13 億円の減益修正が行われた
ものの、同社の株価はすぐに回復し、消費者の安全を最優先する企業としてのイメージを得
るに至った。
一方で、同時期に発生した雪印集団食中毒事件は、まさにその正反対の事態が生じた事例
である。同社は乳製品の食中毒が明らかになってから 4 日後に 30 万個の製品回収を行った
が、対応の遅れにより、1 万人を超える戦後最大の食中毒事件を招くこととなった。その後
の記者会見における経営者の対応の不適切さや、子会社の牛肉偽装事件なども重なり、同社
はグループ全体の解体と再編成を余儀なくされることになる。社会的責任の遂行を疎かにす
ることは、企業全体にとって致命的なダメージを与えうることを強く印象づけた事件である
と言えよう。
このような不測の事態において、経営者がダメージを最小化するための適切な判断を行っ
ていくことは容易ではない。しかし、社会的責任と企業価値の維持・向上を念頭（「木にと
らわれず森を見る」）に置いた善管注意義務（「気付きを大切にする」）を果たしつつ、潜
在的リスクに対して長期的な視点からの判断（「将来のことに対し謙虚である」）を行い、
そして意思決定に対する第三者や専門家からのチェック機能を担保することにより、不測の
事態を「災い転じて福となす」ためのリスク管理は必ずや可能となるはずである。

(５)

システミック・リスクを防ぐ法制度の設計

情報技術の発展により、グローバルな相互依存の度合いを急速に高める現代の市場経済にお
いては、エンロンやワールドコムの破綻に象徴的に見えるように、単一企業の不祥事に基づく
経営破綻が、世界経済全体を不安定化させるシステミック・リスクをもたらす可能性を増大さ
せている。
このような状況に対して法制度が果たしうる役割の一つは、企業がコンプライアンス・プロ
グラムを作成し、実行・評価するためのインセンティブを生み出すことである。米国の連邦量
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刑ガイドラインが定めるように、一定のコンプライアンス・プログラムを備えた企業に対して
は、企業犯罪に関わる量刑の軽減を認めるなどの措置を視野に入れることができるだろう。
第二に、内部告発者を保護することにより、企業の不祥事を早期に公にし、大規模なリスク
を未然に防ぐことである。わが国においても2006年には公益通報者保護法が施行されているも
のの、保護対象となる関係者が限られていることや、報復行為の抑止力が十分でないことなど
により、必ずしもその目的が十分に達せられているとは言いがたい側面がある。
社会全体の適切なリスクマネジメントを実現するため、企業のセキュリティ施策を促進し、
そしてリスク管理に関わる適切な情報を迅速に社会で共有していくための法制度の設計を検
討していく必要がある。

(６)

「従業員の組織帰属意識等に関する調査」からの問題意識

本研究会においては、（１）から（５）で記した定性的分析に加えて、表記のような定量的
分析も実施した。研究会における討論形式で知見を交換することにも意義があるが、そこでの
指摘を客観視するためには、何らかの方法で定量分析を行い検証する必要があると考えたため
である。
1回の調査で断定的な結論を導くのは危険であるが、従来「日本的経営」を象徴する中心的特
性とされてきた「終身の関係」（a lifetime commitment）が、個人的な不正行為ではなく組織
的な不正（組織的逸脱）行為とどう関わっているかに関して、以下のような興味深い知見が得
られている。
第一に、雇用の安定、職場環境の向上、組織の価値を従業員に周知することなどは、組織的
な不正を防止する効果があると考えられる。他方で第二に、組織への一体感、情緒的な感情、
功利的な帰属意識、属人風土（提案が良いか否かではなく、誰の提案であるかを重視するよう
な風潮）などは、逆に組織的な不正を増長させる恐れがある。
そして、より注意を払わねばならないのは、こうした調査に回答した人々の中には、現役の
トップ・エグゼクティブは含まれていないという点である。そこで第三に、今後内部昇進によ
りトップが選任されるという傾向が続くか否かによって、トップの不正とその防止策がどのよ
うな影響を受けるかが、より重要な問題になる。
全く定性的だが、今後のシナリオとして考えられる両極端を示せば、「旧来の延長型シナリ
オ」として、これまでどおりトップの内部昇格が続けば、上記の第二の側面がより顕在化し、
独裁者となったトップの不正を抑止できる存在はゼロとなる。他方「断絶型シナリオ」として、
何らかのきっかけでアメリカ的な外部人材によるトップが登場するようになると、従来型のト
ップの不正は是正されるかもしれないが、逆に「強欲資本主義」の悪い面、すなわちトップが
超高給を貪る一方で、従業員には効率のみを強いることになって、上記の第一の面による抑止
効果が効かなくなるかもしれない。
この二つは両極端であり、現実はその中間のどこかに落ち着くかと思われるが、この第三の問
いに答えるためにも、「係長セキュリティと社長セキュリティ」と組織風土との関係について、
さらなる調査が期待される。
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(７)

今後の課題

今後の課題としては、以下を挙げることができる。
第一に、セキュリティ経営と企業価値向上の因果関係を明らかにすることである。生じる
確立の低いリスクを想定した対応は、短期的には企業活動における純粋なコストとしてのみ
理解される場合が多く、それがセキュリティへの過小投資を招いている状況がある。しかし
中長期的には、セキュリティへの投資は企業価値の維持・向上にとって不可欠であり、情報
開示や第三者のチェック機能の強化をはじめとするセキュリティへの投資を、市場が積極的
に評価する場面も顕れはじめている。そのような企業価値の向上につながるリスク対応のベ
ストプラクティスを集積・共有し、その因果関係を可視化することにより、わが国における
セキュリティ経営の実現を動機付けていく必要があると考えられる。
第二に、伝統的な日本的経営における情報共有と、Need to Know の原則の間で、いかに
して適切な折り合いをつけていくかということである。従来の柔軟かつ非公式な情報共有を、
トップダウンでの公式な情報管理へと一方的に切り替えようとすることは、わが国の企業が
有する分権的な組織構造との衝突を生じる可能性がある。情報共有の価値を担保しつつ、セ
キュリティを実現していくための方途を考慮する必要がある。
第三に、将来のリスクに対するセキュリティ投資規模をどのように算定するかということ
である。発生の蓋然性や想定される実際の損害額に加え、リスクの社会的増幅（Social
Amplification）のメカニズムを視野に入れつつ、その可能性が低いリスクであったとしても、
考えうる損失が甚大である場合には残留リスクとして取り扱うことが求められる。
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序章 本研究会設置の経緯と課題
林

紘一郎

情報セキュリティ大学院大学

教授

１． 『セキュリティ経営』とその前史
私は 2011 年の暮れに、田川義博・淺井達雄の両氏とともに『セキュリティ経営』という
書物 1 を公刊した。その際、サブタイトルの「ポスト 3・11 の復元力（レジリエンス）」と
いうネーミングに、次のような問題意識を込めたつもりである。
東日本大震災という、かつて経験したことのない大災害に対して、わが国企業の備えが十
分ではなかったと言われている。中でも企業の「事業継続計画」（Business Continuity Plan=
BCP）は平時に策定されたもので、非常時おいて（特にサプライ・チェーンの維持には）ほ
とんど役立たなかったと報ぜられている。これには種々の要因が考えられるだろうが、平時
と非常時を明確に区分しないという慣行の中にこそ、日本企業に特有な何かが隠れているの
ではないだろうか 2 。
私たちはこれまで、Protection と Prevention という 2 つの P（事前対策）を中心に非常
時対策を考えてきた。つまり、平時対策の延長線上で非常時対策を考えてきたのである。し
かし、そろそろ Response と Resilience という 2 つの R（事後対策）に焦点を移し、非常時
対策をそれ独自で検討すべきではないか、といった疑問が湧いたのである。
BCP もそうだが、ガバナンスとかコンプライアンスとか、片仮名でないと真の意味が伝わ
りにくい用語には、欧米に固有の伝統や知見が込められていることが多い。わが国の文化、
中でも企業文化は、グローバル化の影響を強く受けて「欧風化」したと言われて久しい。し
かし、文化は長い年月を経て変化するものであり、また最後まで変化しない部分を残してい
る。欧米の仕組みが優れていれば、それを輸入して移植するのは悪いことではないし、制度
の移植が無ければ、わが国の近代国家としての発展は無かったかもしれない。
しかし、今や日本は近代国家の一員であり、また資本主義が社会主義と戦っていた冷戦は
終結したため、今後は資本主義国家の中で「制度間競争」をする時代である。そのような中
では、自己の比較優位（comparative advantage）を見つめ直し、劣位を捨てて優位なとこ
ろに資源を集中しなければならず、欧米の仕組みを無定見に移植することは問題である。3・
11 という「禍を転じて福となす」には、抜本的見直しが不可欠と思われる。
そこで今後の企業経営においては、以下のような意味での「セキュリティ経営」が不可欠
になるであろう、というのが本書の主たるメッセージであった。
「これまでの『インシデント（事件・事故）に対応する』という受動的な情報セキュリテ
ィに加えて、リスクを感知し低減・回避するためにも情報が不可欠であり、リスクを取れば
こそチャンスが生まれるという積極的な観点から、『組織活動を支える情報を適切に管理す
ることによって信頼を生み出す』といった、広義のセキュリティが必要になるでしょう。」3

1

2

3

林紘一郎・田川義博・淺井達雄（2011）『セキュリティ経営：ポスト 3．11 の復元力（レジリエンス）』
勁草書房
湯淺墾道・林紘一郎 (2011)「『災害緊急事態』の概念とスムーズな適用」『情報セキュリティ総合科学』
Vol.3、情報セキュリティ大学院大学
前掲書「まえがき」
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このような考え方に行き着くまでには、長い思考の歴史があった。私は 2004 年に開学し
た情報セキュリティ大学院大学の設立に参加し、現在でもその教職にあって、経済学・経営
学・法学などの社会科学系の授業を行い、博士（後期）課程院生を指導する立場にある。わ
ずかに 10 名程度のファカルティ・メンバーしかいない極小規模の組織では、「私は法学し
かできません」といった言い訳が通用しないからである。これは大きなハンディキャップで
あったが、それが逆に特定の学問分野にこだわらない、ビッグ・ピクチャーを描く気持ちを
誘発してくれた。
加えて、初代の学長であった辻井重男氏も「情報セキュリティ総合科学」を標榜していたの
で、少なくともまず社会科学分野の総合化を図ることが、私に期待された任務でもあった。
そして幸いなことに、開学後まもなく、科学技術振興機構の社会技術研究開発センター
（RISTEX）が公募した研究開発プログラム「ユビキタス社会のガバナンス」に関して、『企
業における情報セキュリティの実効性あるガバナンス制度のあり方』のテーマで応募したと
ころ、これが認められた。その助成を活かして、その後 3 年弱の研究を進め、成果として同
名の報告書を提出しているが 4 、その主要なポイントは以下の 2 点である。
第１は、方法論として経済学・経営学・法学を網羅した複合的・複眼的思考法が必要であ
り、またそれは可能であること。第 2 は、そうした複眼的思考でわが国のリスク管理を見直
してみると、欧米とは違った特徴が浮き彫りになること、である。ここでは次節で前者を見
たあと、３．節では書物の反響に触れ、第４．節で改めて、後者を詳しく見ていこう。

4

林紘一郎（研究代表）（2010）『企業における情報セキュリティの実効性あるガバナンス制度のあり方』
科学技術振興機構社会技術研究開発センター 社会技術研究開発事業 平成 20 年度研究開発実施報告書
研究開発プログラム「ユビキタス社会のガバナンス」
http://www.ristex.jp/examin/infosociety/gobernance/pdf/fin_hayashikou.pdf
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２． 経済学・経営学・法学の融合
図 １は、事件や事故（インシデント）を中央において、セキュリティ事故や事件に対す
る対応策を分類したものであるが、アプローチの方法は大きく三つに分かれる。

根本はインセンティブ設計
MM=Market Mechanism
市場に委ねる

LP=Legal Platform
事件・事故

法によって強制する

CA=Corporate Autonomy
法人に委ねる

図 １

経済学・経営学・法学の融合

第１（市場原理、Market Mechanism＝MM）は、事故対応が悪ければ当該企業の市場の
評価が悪くなる（例えば、株価が落ちる）はずだから 5 、それに対して利害関係者（ステー
ク・ホルダー）が適切な反応を示せば良い（例えば株主の選択肢としては、株主総会で質す
か、株を売却する＝Voice か Exit か 6 ）。政府が新たな規制を追加することは避けるべきで、
市場メカニズムを信用せよ、というものである。経済学者は基本的に、この考えを支持して
いる。
第 2 の方法（企業自治、Corporate Autonomy＝CA）は、企業はもともと長期に継続する
ことを目指しており、そのためにはステーク・ホルダーからの信頼は不可欠なので、「自立
的に運営しても逸脱行動を取らない」というインセンティブがある（はずだ）。したがって、
事故対応は原則として企業自身に考えさせるべきで、外部から強制するのではなくインセン
ティブを生かせるよう誘導すべきだ、という考え方である。多くの経営学者は、この考えに
傾くものと思われる。
第 3 の発想（法制度、Legal Platform＝LP）は、MM にも CA にも一理はあるが、それで
も事件や事故（あるいは不祥事）がなくならないのが、この世の常である。とすると市場原
理や企業自治に全てを委ねることはできず、最終的には法や制度によって強制するという手
段を用意しておかないと、正義が実現できない恐れが強い。法学者は通常このように考える
ので、如何に公平で実効性のある法制度を作って運用するかに腐心している。
以上に述べた方法論はお互いに主眼が異なっており、それぞれを個別に追求する価値はあ
るし、個別の成果も上がっている。しかし学問が精緻化を目指せば目指すほど、隣接科学と
5

6

後述する経済学的仮説の 1 つとして、「セキュリティ事故を起こした企業の株価は下がる」というものが
ある。アメリカではこれを支持する研究が多いが、日本では必ずしもポジティブな結果が出ている訳では
ない。
Hirschman, Albert O. (1970)
Exit, Voice, and Royalty,
Harvard Univ. Press, 矢野修一訳［2005]
『離脱・発言・忠誠―企業・組織・国家における衰退への反応』ミネルヴァ書房
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の交流と相互理解が乏しくなる。そこで、セキュリティやリスクといった未開拓の学問分野
においては、それぞれが精緻化に走る前に、まず統合的な枠組みを理解するための相互交流
が求められる 7 8 。
こうした相互交流が進めば、図 ２に示すように同じインシデントを 3 方面から見ること
が可能になる。ここでは、先の経済学・経営学・法学という分類に代わって「市場・組織・
制度」という概念が用いられているが、コアとなる考え方は同じである。資本主義の登場初
期には、市場を支配できるほどの大企業は無かったから、市場原理（神の見えざる手）を中
心とした社会制御の仕組みが旨く行くと信じられていた。しかし 20 世紀当初から大企業が
登場して、彼らの「見える手」が市場の機能を歪める恐れが出てきた一方、企業家精神にあ
ふれたベンチャーによって資本主義が発展した。この間にあって法制度は、両者を本来の目
的に沿って機能するようにし、仮に目的から逸れた場合には必要なサンクションを加えて修
正させるもの、すなわち両者のプラットフォーム的な役割を果たすものとして期待されてい
る。
こうした考え方によって、「情報セキュリティ総合科学」のうち、少なくとも社会科学分
野を統一的に把握する道が開かれよう。
＝経済学

〈市場〉

〈とくに大企業〉

＝経営学

経験と勘
（経営判断の原則）

＝法学

〈組織〉

市場原理主義対
福祉国家論
（efficiency v.
equity)

市場参加者＝個人、法人

マニュアル主義また
はシステム化（MOT)

〈市場と組織の相互浸透〉
組織の経済学など

〈市場〉と〈組織〉を機能させる（あるいは機能不全を防止する）制度
・私的財産権の保護（憲法）、・契約の自由（民法）、・結社の自由（その他の基本的人権）（憲法）
・会社組織の定型化（会社法）、会社以外の組織の定型化（社団法人法など）
・独占や不正競争の防止（独禁法、不正競争防止法）
ハードローとソフトロー
・企業業績の評価と監査の客観化（会計原則、取引所規則など）

図 ２
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市場（経済学）、組織（経営学）、プラットフォーム（法学）

林紘一郎(2008) 「見えないものの品質保証・第三者認証と責任｣『日本セキュリティマネジメント学会誌』
第 22 巻, 第１号
林紘一郎(2013)「IT リスクに対する社会科学統合的接近」佐々木良一（編著）『IT リスク学：情報セキ
ュリティ技術を越えて』共立出版（予定）
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３． 公刊後の反響と対応
本書公刊後、いわゆる「書評」の形でコメントしてくれたものは 1 件だけであった。『日
本経済新聞』が、日曜版の「今を読み解く」の欄で、他の 3 冊の書物とともに取り上げたも
ので、その視点は以下のコメント 9に集約されている。
「（先の 2 冊を評した後で）遠藤 [2011] は結論部分で、「レジリエンス」という概念を
提起する。弾力性、復元力、回復力などと訳される。元通りにする「復旧」や、以前より
繁栄させる「復興」は現実的なのか。それよりリスクを柔軟に受け止めて回復を図る発想
の勧めだ。
林・田川・淺井 [2011] も同じ問題意識である。「不連続で不確定な時代」には、抑止
に可能な限り努めて残るリスクには「しなやかでしたたかに対応できる柔軟性と復元力」
で対処すべきだと考える。」
これは的確なコメントであり、著者としてはありがたかったが、公のメディアを使った「書
評」よりも、多数の個人的コメントを寄せてくださった方が予想外に多かったのは、驚きで
あるとともに喜びであった。とりわけ情報処理推進機構の藤江理事長は、「経営者の視点か
らみたセキュリティやリスク管理の提言は、これまでになかったもので、従来の技術系寄り
のセキュリティ概念を、経営者一般に理解してもらう上で興味深い」と、ポジティブに受け
止めてくださった。
確かに私たちの本でも、従来の技術系寄りのセキュリティ概念を大切にしつつ、それが担
当者・係長やせいぜい部長止まりである点（係長セキュリティ）を克服して、経営者自身に
考えていただき、部下の提案にコミットしていただく（社長セキュリティ）ことを目指し、
それ役立つ提言を用意している。
そこで、私たちの到達した地点を出発点として、それを補いあるいは部分修正するともに、
さらに高みに達するべく、研究会のご提案をしたところ快諾いただき、本研究会が発足する
ことになった。その際の人選は上記の趣旨に照らして、共著者から淺井さんと私が参加し、
会社法の大杉さん、監査論の柿崎さん、会計学の加賀谷さんといった方々に、従来の到達点
の再点検を期待した。因みに、上記のうち柿崎・加賀谷のお二人は、RISTEX のプロジェク
トでご一緒した仲間である。
一方、私たちの書物は、行動経済学や認知心理学の成果を生かすべきことは自覚していた
ものの、メンバーにその分野の専門家を招かなかった（最初の試みでもあり、上記で述べた
方法論が精一杯で、それ以上の展開は危険でもあった）ことから、今回はそうした分野から
のインプットを期待して、心理学の竹村さんと経営情報システム論の林(幹)さんに加わって
いただいた。なお事務局を兼任しているが、小松さんは経済心理学分野の研究者でもある。
加えて、議論がここまで煮詰まってくると、市場調査によって仮説を検証して見る必要が
あるので、北野さんと竹村（敏）さん、さらには生貝さんには、データ収集と分析を担当し
ていただくことにした。さらに喜ばしいことには、IPA の藤江理事長がじきじきに参加され
るほか、仲田理事と笹岡セキュリティセンター長が積極的に発言され、議論を盛り上げてく
ださったことである。
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『日本経済新聞』2012 年 2 月 12 日、「今を読み解く」欄（森一夫筆）
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４． 仮説としての「日本的経営の特徴」
こうして研究体制が整ったが、検討の際には、『セキュリティ経営』で用いた、2 つの大
きな仮説を出発点とすることにした。それらは以下に述べる、「日米対照仮説」と「失敗学
非親和性仮説」の 2 つであった。
まず第１点の「日米対照仮説」とは、日本企業＝人本主義 10 でボトム・アップ、アメリカ
企業＝資本主義でトップ・ダウン、といった対照的な面があるとする見方である。そしてマ
クロ的には「人本主義」としての日本企業が、「資本主義」を旨とするグローバル市場で生
き残るには、どうした良いのか。ミクロ的には、ボトム・アップを中心にしてきた「日本的
経営」の伝統の中に、トップ・ダウンが不可欠な情報セキュリティ施策を、不適合を起こさ
ぬように埋め込むにはどうしたら良いのか、といった点が検討の視点になろう。
これを図表化したものが図 ３で、縦軸はトップ・ダウンかボトム・アップかを示し、横軸
は ISO などの科学的管理技法を重視するか、人間関係（ヒューマン・タッチ）を重視する
かを示している。典型的なアメリカ型経営は図の右上、すなわちトップ・ダウンで科学的管
理法重視の位置にある。一方、典型的な日本型経営は、ボトム・アップでヒューマン・タッ
チを重視するものである。
しかし残念ながら、両方式とも行き詰っている。アメリカ型は、サブプライム・ローン事
件以来、あまりに「資本」の意向を重視すれば、「利益のためなら手段を選ばない」ことに
なって、「強欲資本主義」に堕すのではないかと非難されている。一方の日本型も、1980
年代の栄光は失われ、90 年代以降デフレとゼロ成長で「地盤沈下」に悩まされている。
日本の一部には、このような惨状を脱するには、一足飛びにアメリカ型に移行するしか方
法はない、という見方もある。しかし，アメリカが必ずしも理想郷ではないことをさて置い
ても、長い伝統を持つシステムを 180 度転換させるのは冒険でもあり、短期には不可能でも
あろう。とすれば当面の施策は、純粋の日本型でも純粋のアメリカ型でもない、中庸を得た
システムを工夫することではないかと思われる。
トップ･ダウン
・海外でのインシデント対応

強欲批判

・ローテーション事ではドッグイヤーに
対応できない

アメリカ型経営

・人的耐用年数＞企業の寿命
ターゲット？

科学的管理技法

ヒューマン・タッチ
○

しかし左右の差は大きい

○

日本的経営

？

地盤沈下
ボトム・アップ

図 ３
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資格植民地
からの脱却

日米企業経営の比較

伊丹敬之(1987)『人本主義企業：変わる経営，変わらぬ原理』 筑摩書房
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しかし、以下の理由によって、それが「ややアメリカ寄り」にならざるを得ないことも、
認識しておくべきかと思われる。理由の第１は、企業活動がグローバル化している以上、世
界共通の管理システムを用意するしかないことである。英語が国際公用語になることと同様、
好き嫌いにかかわらずアングロ・サクソン系のシステムを、デフォルトとしては受け入れざ
るを得ないだろう。
第２の理由は、情報セキュリティなど専門性の高い職務が増えてくると、日本型のローテ
ーション人事では対応できないから、CIO や CISO といったプロフェッショナルが活躍する
場が増えてくるからである。わが国の現状では、専門家のレベルに達する前に転勤しないと
昇進面で不利になるため、世界と伍していけるセキュリティの専門家が育たないことになっ
てしまう。
第３の理由は、終身雇用を前提にすると、ドッグ・イヤーで環境が変わり会社の寿命が短
くなる中で、人的資源の耐用年数が突出してしまい、立ち行かなくなる恐れが強いことであ
る。この面からは、「人本主義」そのものが変質を迫られるであろう。わが国は国全体とし
て「高齢化」に向かっているが、「企業の高齢化」はそれ以上に深刻である。アメリカ経済
が 90 年代以降、インターネットの流れに乗って成長したのに対して、わが国のベンチャー
の勢いは相当劣っている。
以上の 3 点から見て、デフォルトとしてはアメリカ型に近づく中で、日本型経営の特色を
どの程度生かすことができるのか、という問題設定をすべきであろう。その際の最大の課題
は、技術標準をアングロ・サクソンに握られたことの副作用として、情報セキュリティに関
連する資格が、ほとんど英米に押さえられてしまった状況（図 ３では「資格植民地」と表現
した）から、いかに失地回復できるかであろう。
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５． 「失敗学非親和性仮説」の検証
ところで日本人は、私たちが書物の副題にした「レジリエンス」のような発想に馴染みが
薄いようである。インシデントが起きると、まず責任の追求がなされるが、その際「厳罰主
義」に走るか「寛容主義」に行くかが二者択一に近く、前者は「あだ討ち・腹切り」を求め、
後者は「水に流す」。しかも、「本音と建前」を使い分けて、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」
ことに期待しようとする。
そこで頭の体操をしてみよう。ある非違行為があったとして、これを許す（Forgive）か許
さない（Never Forgive）か、忘れる（Forget）か忘れない（Never Forget）か、の 2 次元
で考えるとする。F-F、F-NF、NF-F、NF-NF の 4 つの組み合わせができるが、情報セキュ
リティに適切な解はどれだろうか？
Forgive-Forget （ 許 し て 忘 れ る ≒ 水 に 流 す ） で は 経 験 が 蓄 積 さ れ な い し 、 Never
Forgive-Never Forget（許さないし忘れない≒あだ討ち・腹切り）は「間違える動物」であ
る人間には厳格すぎる。そこで、わが国で広く観察されるのは、誰かをスケープゴートにし
て「無かったことにする」仕組み、すなわち Never Forgive -Forget（許さないが忘れる）で
ある。これは本来論理矛盾であるが、日本の組織では定型化している観さえある。
表 1

Forgive-Forget Matrix

Forget

Never Forget

Forgive

水に流す

失敗学

Never Forgive

無かったことにする（論理矛盾） あだ討ち・腹切り

私の経験では、Forgive-Never Forget つまり「許すが忘れない」が最適で、それ以外の解
はないと思われるが、この語は日本語の辞書になかったようで、失敗学 11 の新鮮さもそこに
ある。私たちは、長期的な責任よりも「即効性のある責任」（例えば社長の辞任）を追及す
る傾向があり、冷厳な事実を見つめ続け「再発防止策」を講ずることが苦手なようである。
マスメディアも今関心のあるテーマに群がり、10 年間同じテーマを追いかけることは稀であ
る。これは依然として、Prevention と Protection の 2 つのＰに拘っており、Resilience の
大切さに気づいていない状態かと思われる。
しかし、少なくとも情報セキュリティについては、即効性よりも、事後類似の事件が起こ
らないようにすることの方が肝要で、「許すが忘れない」をデフォルト化することが必要だ
と思う。そして再発防止には、事故情報をデータベース化して、その後の備えをしておくこ
とが必要である。検索技術が発達したので、データベースさえあれば、データを発掘し「過
去に学ぶ」ことができるが、こうした「情報開示」の面でもわが国の課題は多い 12 。

11
12

畑村洋太郎(2005)『失敗学のすすめ』講談社
アメリカでは「税金で集めた情報は納税者のもの」という意識が強く、CIA の情報でさえ時間が経てば
開示されるため、その後のセキュリティ対策に役立つ場面がある。一方わが国では、政府の情報はもち
ろん企業の情報も、「永久保存」（その実、永久に謎）になっていることが多い。東日本大震災関係の
行政の議事録がないことで済ましてしまう国と、1 年を経ずして NRC（米原子力規制委員会）の膨大な
記録を公開する国では、危機管理能力に圧倒的な差が出るのは必定である。
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６． 本研究会の到達目標
このような日米差は、平時におけるよりも非常時により顕在化する可能性が高い。その意
味では、日米企業の危機対応の差を分析すると、意外な知見が得られるかもしれない。例え
ば、東日本大震災に際して、日米企業の危機対応に差があったかどうかを分析し、仮にあっ
たとすれば、それがどのような行動様式の結果と考えられるのかを知ることができたとしよ
う。すると、日米比較の意味で文化論や経営論といった「理論」として興味深いばかりか、
日米それぞれの企業の行動指針としても「実践」上の有益な示唆が得られそうである。
しかし、これは困難な作業である。なぜなら、企業行動のうち成功例は、当事者も公開を
望むしメディアも喜んで追いかけるが、失敗例は当事者が隠したがる上に、メディアが時間
とコストをかけないからである（読者も喜んでくれないし、忍耐のいる作業を伴うのでジャ
ーナリストも避けたがる）。「失敗学」が成功しない要因を前節では日本人の特性に求めた
が、その一部は普遍的な傾向でもあると思われる。
非常時対応における日米比較については、幸いにも私の研究室の院生の 1 人が、かねて外
資系企業の SE として培った人脈を活かして、3.11 直後から 3 ヶ月間を中心にした危機対応
の記録を、トップ・エグゼクティブから聞き取り調査した結果がまとまりつつある。そこで、
本研究会では危機対応に絞るのではなく、一般的な調査を中心に「日本的経営と情報セキュ
リティ」という観点からの考察を行うこととした。
そのアウトプットして期待されるものを、いくつか挙げれば、以下のとおりである。
• 情報セキュリティのベスト・プラクティスとして、（包括的ではなく断片的でも良いから）
IPA として推奨できる教訓が得られる。
• 経営トップへの訴求点として、「心にしみる」教訓が得られる。
• 従来常識化してきたマニュアル的施策について、学問的な裏づけが得られる。
• 逆に、常識を覆す知見が得られる。
当研究会は、こうした目標を達成すべく最大限の努力を惜しまなかったつもりであるが、
このような期待が実現されたかどうかの最終判断は、この報告書の読者に委ねたい。
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１章

理念・原則の衝突とグローバル化におけるリスク
淺井

達雄

長岡技術科学大学名誉教授 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員

１．１．緒言
家族主義や終身雇用制に代表される日本的経営と情報セキュリティの確保との関係について論じ
る。終身雇用制は終わりを告げつつあるが、家族主義的経営はまだまだ続いている。ある面では顧
客第一主義経営とあいまってエクセレント・カンパニーの条件でもある。
一方、情報のオーナーシップや Need-to-Know の原則は情報セキュリティを確保するための基本
原則であるが、これらの原則と日本的経営とが互いに相いれない側面を有することを指摘し、情報
セキュリティ管理に関してこれからの日本企業が心すべき事項などについて具体的な提案を含めて
論じる。
さらに今日、急速に進展している企業活動のグローバル化を踏まえた新たなリスクについても、
国際調査を行った結果に基づいて、日本企業が海外において留意すべき事項を明らかにする。

１．２．日本的経営と情報セキュリティの原則
図 １．２-１は日本的経営と情報セキュリティの基本原則1との間に相容れないものがあることを
説明するための図である。１．１．でも述べたとおり、家族主義的経営は日本的経営の柱の一つで
ある。日本社会に古くから根付いた家族の概念を企業経営に持ち込み、企業を家とみなして経営者
と従業員との関係を築き一心同体となって家を盛り立てていく考え方である。このような共同社会
的組織においては、情報を共有することは和を保つための基本であって、協同して家を盛り立てて
いくための条件である。
 日本的経営
 家族主義的
 「和」
情報共有による
 情報セキュリティの基本原則
 Need-to-Know の原則
 相反する理念・原則
 ISM 導入・徹底が容易でない⇒経営上のリスク
図 １．２-１ 日本的経営と情報セキュリティの原則
古来、我が国においては「和を以て貴しと為す」以和為貴の社会を是としてきた。我が国を代表
するグローバル企業である日立製作所の企業理念の冒頭は「和」であり、全 8 カ条から成る行動指
針の第 1 条は「和の精神」をベースにした「一致協力」である。同じく Panasonic における遵奉す
べき精神の一つは「和親一致の精神」であり、経営は全員が衆知を結集して行う「全員経営」こそ
目指す姿であるとしている。
1

淺井達雄(2007)、「情報セキュリティと企業活動」、亀田ブックサービス
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一方、情報は業務上、必要とする者にのみ知らせ、業務上必要のない者には知らせないのが情報
セキュリティ管理（ISM）の最も根源的な原則である。この原則は、明らかに日本的経営の基本の
一つと相反する。ISM の導入を決め、実際に普及展開していく場合の社内研修などにおいて受講者
に理解度テストを実施すると正答率が低くなるのはこの部分である。

１．２．１．情報資産の管理と活用の枠組み
図 １．２-２は、情報資産とそれへのアクセス権限を誰が、誰に与え、誰がアクセスを管理する
のかという情報資産の管理と活用の枠組みを示した図である。まず、情報のオーナーが利用者に対
してアクセス権限を付与する。利用者は情報のオーナーから与えられたアクセス権限で情報資産に
アクセスする。情報の保管管理者は、そのアクセスを情報のオーナーの指示に基づいてコントロー
ルする。真に正しい権限を正しく正式に与えられた利用者であるか否かを、ここでチェックする。
保管管理者は、情報のオーナーから指示されたとおりに忠実に役割を果たさなければならない。チ
ェックする基準は、情報のオーナーからのみ与えられていることが大切であって、保管管理者の上
司などによって与えられていたり、上司から影響を受けたりしていてはいけない。

図 １．２-２ 情報資産の管理と活用の枠組み
情報のオーナーは情報に対して機密区分を付与する。たとえば、厳秘、秘、社外秘といった区分
を、その情報に与える。機密区分はアクセス・チェックの厳格さと対応づける。情報のオーナーは、
機密区分がいつまで有効なのかということも指定する役割をもっている。保管管理を担う役割は重
要な役割であるが、情報のオーナーシップとは分離して考えることが極めて大切である。
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１．２．２．情報管理責任
情報セキュリティ管理責任は情報管理責任とセキュリティ管理責任とに分離して考えるができる。
情報管理責任はこれまで述べてきた情報のオーナーシップに関連する責任である。換言すれば、情
報のオーナーの果たすべき責任である。セキュリティ管理責任は、セキュリティの３要素、機密性、
完全性、可用性、この全てを確保するという責任である。セキュリティ管理責任は情報を保有する
者すべてが果たすべき責任である。
図 １．２-３は、情報管理責任の具体的な内容を示したものである。情報のオーナーには、その
情報を作成、創出した者がなるべきである。業務上、その情報の価値を、通常、最もよく知る者で
あるからである。情報の作成者には、作成時、直ちにその情報の管理責任が発生する。具体的には、
機密区分の設定、機密区分の有効期限の設定、権限の設定、使用目的の限定や社外への持出し制限
の設定などである。
Information Ownership
 機密区分の設定
 機密区分の期限の設定
 アクセス権限の設定
 使用目的の設定
 持出し可否の判断など

図 １．２-３情報管理責任
図 １．２-４は、Need-to-Know の原則を企業経営の視点からまとめたものである。アクセス権
限を設定する場合、Need-to-Know の原則に基づいて行うのが原則である。しかし、この場合に、
日本的経営環境においては次の二つの問題が存在する。

内部統制 基本的要素の第 4「情報と伝達」に関する基本原則

－ 業務上必要な人にのみアクセス権限を付与する
－ 業務上不要な人にはアクセス権限を与えない

情報のオーナーは、
組織のミッション、人の役割を知らなければならない

図 １．２-４ Need‑to‑Know の原則
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問題（１）業務上必要な人が誰であるかが全社的視点から判然としない。
問題（２）業務上必要とは考えられないが職場の和を保つために他のメンバーに知らせなくてよ
いかどうか迷う。

１．２．３．Need‑to‑Know の原則と日本的経営
図 １．２-５は、問題（１）に関連して、組織機能の明文化とその組織に属する従業員の職務記
述に関する日本的経営の特徴を欧米型経営と比較しながら図表にしたものである。組織の機能につ
いて、欧米型では、これを Mission Statement としてまとめ保有するのが普通であるのに対し、日
本的経営ではあえて不明確にすることによって、役割が近接している組織間での競争を期待する面
がある。期中に事業計画にないような事態に直面したり新たなビジネス・チャンスが到来したりし
た場合などに違いが顕在化する。欧米型ではあらかじめ組織のミッションが確定しており経営資源
も目いっぱいで運営していることから担当部署を特定するのに時間がかかる。一方、日本的経営環
境では、縄張り拡大の好機として複数の組織間で仕事の争奪戦すら発生する。しかし、情報セキュ
リティ管理の観点からは、組織のミッションが明確でない日本型経営組織では情報共有に漏れが生
じたり必要以上に情報が開示されたりする。
個人間でも同様なことがいえる。欧米型経営組織では、一人ひとりの役割は Job Description（職
務記述書）に明文化し、これを勤務評価のベースとする。すなわち目標管理と連動させることが多
い。しかし、日本型経営組織ではこうした方法はかなり普及したとはいえ欧米型経営組織ほどには
徹底してないように見える。欧米型経営組織ではまず考えられないことであるが、日本型経営組織
においては、人がいるからその人の仕事を作るとうことさえある。
欧米型経営では、まず仕事があってこれを担う組織を考え、その次にその組織機能を果たすため
の Staffing が行なわれる。余剰人員は一人もいないのが普通である。日本的経営は組織で動く経営
であるとも言われる。特に行政組織ではこのことが徹底しており、組織内で個人名を出すことはま
れなくらいである。

欧米型

日本型

組織機能の記述

Mission Statement

あえて不明確にする
ことがある

個人の役割

Job Description

組織で動く

日本的経営では、情報のオーナーシップが行使しづらい
日本的経営では、情報管理が徹底しにくい
図 １．２-５ Need-to-Know の原則と日本的経営
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このことは別の観点でもセキュリティ上のリスクを増大させている。個人ごとにユーザー識別番
号（ID）を付与せず、組織に付与することが今なお横行している。人事異動があった場合や退職な
どの場合であってもアクセス権限はそのままとなりやすい。ともあれこのような組織では、情報の
オーナーはアクセス権限を個人に対して付与することができない。一般企業においても、一人ひと
りの職務が必ずしも明文化されていないためにアクセス権限の付与は正確には行なわれにくい。こ
こに、日本型経営組織におけるセキュリティ管理徹底上の難点が存在する。

１．２．４．日本的経営と情報管理
図 １．２-６は、日本的経営と情報管理上の問題を説明したものである。これは先に述べた問題
（２）と直接、関係している。多くの日本企業では、従業員を「家族」とみなし和を大切にしてい
る。CS(Customer Satisfaction)と同様に ES(Employee Satisfaction)を大切にする企業が多い。こ
れが日本企業の強さの根源でもあるとされている。経営幹部のみならず管理職の地位にあるものは
もちろんであるが、社員は一人ひとりが経営の一端を担うものとして経営に関する情報は、極端な
場合、すべての構成員で共有するのが正しいとされてきた。
しかし、本書で情報セキュリティ管理の基本原則の一つとして述べてきた Need-to-Know の原則
はこれを否定する概念である。この点が日本型経営組織の中で情報セキュリティ管理を徹底してい
こうとする時の意識上の一番の障害となる。十分にこの原則の大切さを経営幹部から一般従業員層
にいたるまですべての者に心底、理解させた後でなければ、Need-to-Know の原則に基づいた情報
管理を徹底しようとすると人間関係に悪影響を与え、しいては円滑な組織運営を阻害することにな
る。Need-to-Know の原則に基づいた情報管理には日本的経営の変革をせまるものがある。

業務上不要な人には知らせない

 日本的経営との緊張関係
 家族主義
 「全員経営」の理念など
 日本的文化との緊張関係
 人間関係への悪影響

情報管理は日本的経営の変革を迫る
図 １．２-６ 日本的経営と情報管理
ISO/IEC 27000 シリーズでは、雇用関連した管理策が強化されている。情報セキュリティ管理の
問題が、情報システムにかかわる技術的課題にとどまらず、むしろ人的管理、組織管理など経営管
理上の課題であるとの認識が強くなっていることを示している。本節で述べたことは、さらに文化
の影響も踏まえてこの課題に取り組まなければならないことを暗示している。
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１．３．グローバル化に伴う人的諸問題
日本企業ではその海外会社の経営幹部を日本から派遣している会社がなお、多く存在する。本節
では、このような場合に出現することになる外資系企業の職場など異文化環境における情報セキュ
リティ管理上の人的諸問題を扱う2。
経営幹部や中間管理職は本国から派遣しても、そのもとで働く従業員は現地で採用する。現地従
業員は本国から派遣されてきた経営幹部や上司たちとは異なった文化環境で生まれ育ち、生活して
いる。本国から派遣された経営幹部や上司が、自国と派遣先の国との間に存在する文化的差異に十
分な理解がなかったり、関心が薄かったりすると、文化の違いに起因する経営管理上のリスクが発
生する。情報のセキュリティ管理もこのリスクにさらされることとなる。実際、異文化環境下にお
いては、思わぬことが発生する。たとえば、集団主義的傾向の強い社会では、同僚の犯したミスは、
同僚をかばい、上司には報告しない傾向が強い。このミスには情報セキュリティ上の誤操作や記録
媒体の紛失なども含まれる。

１．３．１．Hofstede の文化的次元
組織における文化の影響についてはこれまで多くの研究がなされてきている。オランダの社会心
理学者 Hofstede は、IBM に勤務した時代に、IBM の海外会社の存在する諸国の IBM 社員につい
てその行動特性を調査している3。一つの国の文化を記述するのに 5 つの次元で数値を用いて表現し
ている。
本報告ではグローバル化が進展する産業界での情報セキュリティ管理上の問題を扱うことから、
IBM というグローバル企業において活動するビジネス・プロフェッショナルをベースに開発された
Hofstede の文化的フレームワークをとりあげることが適切であると判断し、これに基づきながら、
異文化環境下における情報セキュリティ管理に関する議論を展開する。
表 １．３-１は Yates が Hofstede の 5 つの次元を簡潔に説明したもの4を淺井がさらに簡潔に翻
訳したもの5である。
表 １．３-１ Hofstede の文化的次元
文化的次元

特徴となる考え方
高い

権力格差指標 (PDI)

ある人たちはその他の人たちより強い力を
有する。

全ての人は同じ権利を有する。

個人主義指標 (IDV)

個人間のつながりは弱い。

個人間のつながりが強い。

男性らしさ指標 (MAS)

管理者は自分で決める。

管理者は合意を目指す。

不確実性回避指標 (UAI)

たくさんの決まりがあり、めったに変更しない。

決まりは少なく異なった意見に寛容。

我慢強さと恥の文化

結論を大事にする。

長期指標 (LTO)

2
3
4

5

低い

Asai, T. (2011), “Human-Related Problems of Information Security in Cross-Cultural Environments”, PhD
Thesis
Hofstede, G. and Hofstede, G.J. (2005), Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill, New
York, ISBN 0-07-143959-5.
Yates, M. (2006), “Cultural differences”,
http://www.leadervalues.com/content/detail.asp?contentDetaillD-255&Type= More (Accessed 02 December
2008).
林紘一郎・田川義博・淺井達雄(2011)、「セキュリティ経営」、勁草書房
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１．３．２．国際調査
著者らの研究室では、日本企業が進出している ASEAN 諸国を中心とする発展途上国 4 カ国、
BRICs 諸国 4 カ国、合計 8 ヵ国を選定し、マレーシアでの現地予備調査を実施した 2007 年 11 月
からロシアに関する調査を実施した 2010 年 6 月までの間に、異文化環境下における情報セキュリ
ティ管理上の人的諸問題に関する国際アンケート調査を行った。調査は東京にある国際調査会社の
インターネットベースの調査パネルを用いて実施した。
調査に先立ち、どのような問題がどの程度の生起確率で発生しそうかを推定する LoP（Level of
Potential）理論6に基づいて問題を推定した。LoP 理論では被投資国に関する Hofstede の文化的ス
コアと投資国のそれとの差の絶対値に基づいて生起確率を推定する。一つの被投資国への累積直接
投資額がその国への諸外国からの直接投資額の 6 割～7 割となる投資国までをとりあげて投資国間
のリスクの差異なども分析できるように配慮した。
表 １．３-２は調査を行った被投資国と投資国全体をまとめた表である。○で囲んだ数字は当諸
国全体の中での被投資国ごとにみた場合の順位を示している。たとえば、マレーシアとタイについ
ては、日本は累積直接投資額が他の国をしのいで１位である。なお、同表における国名記号は ISO
3166-1 に従っている。
インドネシア（IDN）については LoP 理論による推定のみを行い、アンケートによる実測は実施
していない。なお、同表において影を施した日本からドイツに至る範囲は投資国別分析が統計的処
理の観点から可能と判断した範囲を示している。
表 １．３-２ 調査の範囲
○の数字は累積 FDI における順位を示す。

被
投
資
国

IDN
MYS
THA
VEN
EAC
BRA
IND
CHN
RUS

JP
－
①
①
②
⑤
③
⑤
③
⑤

US
－
②
③
①
②
①
②
②
④

UK
－
⑤
⑤
－
①
－
③
⑥
②

SG
－
③
②
－
－
－
①
⑤
－

投 資 国
DE
HK
－
－
④
－
⑦
④
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
③
－

NL
－
－
－
－
－
②
④
－
①

TW
－
－
⑥
－
－
－
－
①
－

KR
－
－
－
－
－
－
－
④
－

CN
－
－
－
－
④
－
－
－
－

BE
－
－
－
－
③
－
－
－
－

FR
－
－
⑧
－
－
－
－
－
－

EAC:東アフリカ共同体＝ケニア、タンザニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ。
－ はアンケート調査非実施国を示す。

6

Asai, T. and Waluyan, L. (2008), “Potential Problems on Information Security Management in Cross-cultural
Environment –A Study of Cases of Foreign Companies including Japanese Companies in Indonesia –”,
Journal of the Japan Society of Security Management, Vol. 21, No.3, 15-26.
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１．３．３．日本企業にとっての深刻な問題
表 １．３-３は日系企業が進出先の国において遭遇すると推定される問題のうち、その深刻さの
上位二位までをまとめて示した表である。アンケート上の個々の質問に対する同意の程度は４段階
（「強くそう思う」、「そう思う」、「そうは思わない」、「そう思うことはほとんどない」）と
した。
表 １．３-３ 日本企業が海外において遭遇しそうな問題
被投資国

深刻さ

最も深刻
インドネシア

次に深刻

深刻な問題
* ISM に関する事故や事件が発生しても上司にはほとんど報告
しない。
* セキュリティ・ポリシーを従業員が理解したかどうか確認するの
が困難である。
* 従業員は叱るとやる気をなくしてしまう。
P3. 情報セキュリティ・ポリシーにあまり関心を抱かない
* 知ろうとしない。

文化
的
次元

－

MAS

－

UAI

P2. 知らないうちに機密情報を共有してしまっている。

1.3

IDV

次に深刻

P3. 情報セキュリティ・ポリシーにあまり関心を抱かない。

1.1

UAI

P2. 知らないうちに機密情報を共有してしまっている。

1.4

IDV

P1. 以前勤務したことのある企業の機密情報を使用する。

1.3

LTO

P4. 友達の失敗を上司には言わない。

1.1

IDV

* 社内規則より友人関係を重視する。

1.1

IDV

* 競争意識が強く、万難を排して仕事を完成させようとする。

0.6

MAS

P1. 以前勤務したことのある企業の機密情報を使用する。

1.6*

LTO

* 情報セキュリティ管理教育が十分にはなされない。

0.8*

PDI

P3. 情報セキュリティ管理にあまり関心を抱かない。

0.9*

UAI

P1. 以前勤務したことのある企業の機密情報を使用する。

1.4

LTO

1.1

MAS

最も深刻
タイ
次に深刻
最も深刻
ベネズエラ
次に深刻
最も深刻
東アフリカ
次に深刻
最も深刻
ブラジル
次に深刻

* 競争意識が強く、万難を排して仕事を完成させようとする。

最も深刻

P1. 以前勤務したことのある企業の機密情報を使用する。

0.7

LTO

次に深刻

P2. 知らないうちに機密情報を共有してしまっている。

0.8

IDV

0.8

PDI

1.2

IDV

1.2

MAS

P1. 以前勤務したことのある企業の機密情報を使用する。

1.3

LTO

次に深刻

P3. 情報セキュリティ・ポリシーにあまり関心を抱かない。

1.1

UAI

最も深刻

P2. 知らないうちに機密情報を共有してしまっている。

1.4

IDV

次に深刻

P4. 友達の失敗を上司には言わない。

1.0

IDV

インド

* 情報セキュリティ管理に関する知識は等しくは共有されない。
P4. 友達の失敗を上司には言わない。
最も深刻
中国

* 競争意識が強く、万難を排して仕事を完成させようとする。

深刻度：極めて反対=－2.0、極めて同感=+2.0
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標本
サイズ

－

最も深刻
マレーシア

ロシア

深刻
度

27

81

44

30*

20
30

32

25

* 日本に限らない。

前二者のいずれかであるとの回答は問題の発生につながる回答である。このように回答した人た
ちは、問題が顕在化した時にそれに参加するなどの行動に出る可能性の高い人たちである。このよ
うな考えに基づいて、前２者の回答の全回答に占める割合を「問題の深刻さ」と定義した。
深刻度は「強くそう思う」に＋2.0、「そう思う」に＋1.0、「そうは思わない」に－1.0、「そう
思うことはほとんどない」に－2.0 を与えて、回答数を重みとした重みつき平均値で定義した。
表 １．３-３から次のことが分かる。
(1) 地理的にもっとも共通する問題は、「P1.以前勤務したことのある企業の機密情報を使用
する」（LTO 関連、深刻度１．３）である。
(2) )次に共通する問題は、「P2.知らないうちに機密情報を共有してしまっている」（IDV 関連、
深刻度１．３）および「P3.情報セキュリティ・ポリシーにあまり関心を抱かない」（UAI 関
連、深刻度１．０）である。
(3) 三番目に共通する問題は、「P4.友達の失敗を上司には言わない」（IDV 関連、深刻度１．１）
である。

１．４．結言
日本的経営の柱の一つである家族主義的経営は、全員が情報を共有して、和親一致、協力して家
業に励むことにその基礎をおいており、Need-to-Know の原則に基礎をおく情報セキュリティ管理
とは理念・原則が相反し、衝突する関係にあることを、本報告の前半において明らかにした。
本報告の後半においては、日本的経営の特徴の一つとして、海外会社の経営にあたる幹部社員を
本国から派遣することが他の先進諸国に比べて多いことを指摘し、グローバリゼーションが急速に
進展する中で、このことが海外における情報セキュリティ管理上のリスクとなっていることを指摘
した。
そのうえで、情報セキュリティ管理上、日本企業が海外において留意すべき問題を国際調査に基
づいて具体的に明らかにした。その主要なものをあげると
(1) 現地従業員の転職に伴う営業秘密漏洩リスク
(2) 現地における集団主義社会特有の情報共有慣習による機密情報拡散リスク
(3) 現地従業員の相互扶助精神に起因するインシデント不報告リスク
などがあることを明らかにした。
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２章

わが国の企業による攻めの情報セキュリティの可能性
林
桜美林大学

幹人
准教授

２．１．はじめに
わが国においては、情報セキュリティの重要性が高まる一方で、真にそれに取り組んでいる企業
は少ないように見える。いわば、企業として一応の正当性を確保するための、形だけの情報セキュ
リティである。情報セキュリティの問題は、機密性であれ完全性であれ可用性であれ、時には企業
の存続すら脅かすような影響を持つにもかかわらず、経営者が関与する程度は小さいようである。
一般的には、一部の部門や下位組織が所管する課題となっており、林・田川・淺井(2011)がいうよ
うに、係長セキュリティにとどまっている。
ではなぜ、社長セキュリティが普及しないか。さまざまな可能性がありうるが、ここでは、問題
が起きないと取り組みの成果が見えないという情報セキュリティの特徴に着目したい。つまり、情
報セキュリティは何も起きないことも成功であり、その成果をはっきりと認識することが難しいと
いう特徴である。成果が見えづらい取り組みは、取り組む意義が見出されにくいのではないか。
そこで、本論では、情報セキュリティの対象を、わが国の企業経営を特徴づける「知識」にまで
広げることで、情報セキュリティを、効果が目に見える経営課題とすることを提案したい。後述の
ように日本的経営の特徴は共有された暗黙知にあり、
知識を情報セキュリティの対象とすることは、
わが国の企業にとっては特に意義がある。知識を対象とすることで、採りうる選択肢が増え、取り
組みの成果を明らかにしやすい情報セキュリティ対策も可能となる。
情報セキュリティを、ある程度決められたことを他社並みに実施すればよいという義務的なタス
クとして捉えるのではなく、戦略的に成果をあげるべき課題とすることで、経営者の関心を集めら
れるのではないか、社長セキュリティが増えるのではないか、というのが本論の仮説である。

２．２．我が国企業の特徴と情報セキュリティ
２．２．１．日本的経営とは
わが国の企業経営の特徴を確認するために日本的経営について確認したい。日本的経営とは、日
本企業に特徴的な経営慣行を意味する。この端緒と言うべき Abegglen(1958)1によると、日本企業
には、終身雇用や年功序列、企業別組合の特徴があり、これらが日本企業の成長を支えてきたとさ
れる。
しかしながら、これらの特徴が、業種や規模、時代を超えて日本企業を特徴づけるかは疑問が残
る。実際、小池(1981)2は、Abegglen の主張の根拠が弱いことを指摘した上で、詳細な資料調査に
基づき、他国に比して特に雇用期間が長いわけではないことや、長期間にわたる同僚同士の競争が
想定されており単純な年功序列ではないことを明らかにしている。一方で、長期の雇用を想定した
ジョブローテーションや、ゼネラリスト的キャリアによる広い熟練の形成はあったのではないかと
述べている。

1

2

Abegglen, J., 1958, The Japanese Factory. Aspects of its Social Organization, The Free Press, (占部都美監訳,
『日本の経営』,ダイヤモンド社.1958.)
小池和男, 1981『日本の熟練』, 有斐閣.
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この認識は、その後の日本企業の経営研究とも整合的である。例えば、加護野・野中・榊原・奥
村(1983)3は、日米の企業の経営行動を比較し、日本企業が、集団内あるいは集団間における頻繁な
相互作用と、それに基づく価値観や情報の共有、さらに対人関係のネットワークを通じた組織的統
合の実現といった特徴を持つことを指摘している。
そして、日本的経営研究の集大成としてあげられるのが、野中(1990)4を端緒とする知識経営論で
あろう。日本企業においては、組織メンバーが多様な経験に基づき暗黙知を共有しており、このこ
とが組織的知識創造を促し、ひいては日本企業の競争優位性を実現してきたとする主張である。こ
の考え方は、欧米諸国でも広く受け入れられる一方、1990 年代後半にはナレッジ・マネジメント
(KM)のブームを引き起こした。

２．２．２．日本的経営の特徴と変化
このような経緯を見ると、日本企業においては情報が組織内で流通しやすいように思われる。し
かし実際は、日本企業の組織内においても情報共有が進まないことがたびたび指摘されており、そ
れを克服するための CMCS(computer mediated communication system)へのニーズはいまだにあ
る。これまでに、電子メールや掲示板、あるいは、それらを含むグループウェアなどが組織内の情
報共有の仕組みとして提案されてきたが、昨今でも、インターネット上で普及したブログや
SNS(social networking service)などの技術を用いて情報共有を図ろうとする企業が少なからずあ
ることも報告される(國領・プラットフォームデザインラボ 2011)5。また、職人の世界でも、「技
術は見て盗め」として、簡単には教えない慣行があるように聞く。確かに、情報共有が進んでいる
なら、団塊の世代の社員が大量退職する際に生じた技術伝承の問題、いわゆる 2007 年問題も起き
なかったかもしれない。
これらのことを総合すると、日本企業には、比較的長期の雇用と幅広い熟練に基づいて暗黙知が
共有され、組織内に情報が流通しやすい土壌はあったが、それを活かし情報を流通させることは、
必ずしもどの日本企業でも行われていたわけではなかったとするのが妥当であるように思われる。
情報共有や知識創造が成功裏に行われていたのは、一部の限られた企業の特徴であったのではない
か。確かに、日本的経営論は、主に 1980 年代までの日本企業の成功要因を明らかにしようとする
背景があり、自ずと成功例に視線が向けられていた。つまり、日本的経営があるとすれば、その特
徴は比較的長期の雇用体系によって必ずしも意図せず生じた暗黙知の共有にあるように思われる。
ところが、
この限定的な意味での日本的経営も維持されているわけではない。
最も大きな理由は、
長期雇用が維持されなくなった点であろう。また、その影響もあってゼネラリスト的キャリアも想
定されなくなり、より専門性が求められるようになってきたように思われる。すなわち、基本的な
暗黙知の共有も必ずしも行われなくなったのではないか。そして、こうした変化が近年のことであ
るとすると、現代の日本企業は、暗黙知を共有する社員と共有しない社員が混在する状況にあると
想像される。

3
4
5

加護野忠男・野中郁次郎・榊原清則・奥村昭博, 1983,『日米企業の経営比較』,日本経済新聞社.
野中郁次郎, 1990, 『知識創造の経営』,日本経済新聞社.
國領二郎・プラットフォームデザインラボ, 2011『創発経営のプラットフォーム』日本経済新聞社.
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２．２．３．日本的経営と情報セキュリティ
このような日本企業にとって情報セキュリティはいかなるものであったか。これらの特徴を鑑み
ると、
多くの日本企業においては、
情報セキュリティはほとんど行われてこなかったのではないか。
あるいは、「技術は見て盗め」などという言葉があるとすれば、個人任せの部分的な情報セキュリ
ティはあったのかもしれない。
一方、昨今では情報セキュリティへの社会的な認識の高まりから、組織的な対応が求められてき
た。ただ、情報システム部門などがその任を担う係長セキュリティにとどまっており、経営全体を
担う経営者による社長セキュリティは行われていないというのが現状であろう(林・田川・淺井
2011)6。
また、先に述べたように、日本的経営の変化にともなう情報リスクの高まりが予想される。長期
雇用が維持されなくなったことの影響は、暗黙知の共有ができなくなることに加えて、組織へのコ
ミットメントの低下や組織内の信頼関係の弱体化もある。長期の雇用が維持されなくなり、組織メ
ンバーが流動的になると、組織を自らと同一視しコミットしなくなったり、他の組織メンバーとの
信頼関係の形成が困難になったりする。
結果として、
情報セキュリティ上のリスクがさらに高まる。
確かに、契約社員が会社の顧客情報を持ち出す事件が発生したり、会社の都合で早期退職すること
となった社員が会社の機密情報を転職先で利用するような問題が現実に起きている。
こうして考えると、日本的経営の情報セキュリティは、その対象を暗黙知にまで広げる必要があ
るのではないか。
昔ながらの日本的経営はしだいに失われつつあるとはいえ、
日本企業のなかには、
そうした特徴をいまだ残しているものがあると考えられるし、完全には残っていないとしても、組
織の一部にその特徴を潜在させている企業もあるだろう。
このように、情報セキュリティが、雇用のあり方や暗黙知の共有など全社的あるいは長期的な経
営課題に関係してくるとすれば、当然、経営者が対応せざるをえなくなる。組織メンバーの個人任
せにすることはもとより、情報システム部門などの係長セキュリティでは対応できるレベルを超え
ている。
経営者がリーダーシップをとり、
社長セキュリティを実施することがますます重要になる。

２．３．知識を対象とした情報セキュリティ
２．３．１．知識を対象とする狙い
本稿では、暗黙知を含む知識をも対象とした情報セキュリティを提案したい。ここでは、知識を、
「経験や学習、熟慮を通じて獲得された望ましい結果をもたらすためにすべきことについての理解
や能力」とし、そのうち言葉などで表現できない知識を暗黙知、表現できる知識を形式知と呼ぶこ
とにする。念のため情報とは、「事柄や事物などを言葉などで表現したもの」と理解したい。つま
り、知識と情報は本質的に異なるものとして捉えるが、知識には、情報として表現できるものがあ
ることを意味する。いずれも経営資源となり、情報的資源、知的資源、無形資源などと総称される。
知識、特に暗黙知までをも情報セキュリティの対象とすると、当然、それを担う人的資源を管理す
ることが必要となる。
知識をも管理対象とする情報セキュリティを提案する理由は、わが国の企業には組織内で暗黙知
が共有されているという特徴があったことが、日本的経営論などの知見として明らかにされている

6

林紘一郎・田川義博・淺井達雄, 2011, 『セキュリティ経営: ポスト３・１１の復元力』勁草書房.
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からである。情報セキュリティを、暗黙知をも対象としたものにすることで、わが国企業における
情報セキュリティの意義をより強く打ち出そうと考えた。
また、従来、情報セキュリティが、批判されない程度に実施すればよい義務的なものと理解され
てきたのではないかと思われることも理由である。情報セキュリティは、将来起こるかわからない
問題に備えた対応であり、注力したからといって目に見えた成果が表れるものではない。そこで、
知識を情報セキュリティの対象に加えれば、
従来の守りを重視した情報セキュリティだけではなく、
後述のように攻めの情報セキュリティが可能となり、成果が認識されやすくなるのではないかと考
えた。つまり、情報セキュリティを、成果をあげるべき課題とすることで、社長セキュリティを普
及させられるのではないかと期待するのである。
以下では、知識をも対象にした情報セキュリティを、守りと攻めに分けて検討する。

２．３．２．守りの情報セキュリティ
情報セキュリティの対象に知識を含めたからといって、守りをおろそかにしてよいというわけで
はない。情報セキュリティにとって守りはその基本である。そこで、情報セキュリティに関する基
本的な枠組みである CIA に基づき検討する。
まず、機密性(confidentiality)とは、情報へのアクセスをコントロールし、許可された者だけが利
用できる状態について言及するものである。特に、自社の競争力の源泉となるような情報を特定し
守る必要がある。また、顧客や供給業者、出資者、社員など自らのステークホルダーにかかわる情
報についても適切に管理しなければならない。
知識を管理するという観点からは、暗黙知を含めた Need to Know の徹底が必要となろう。従来
の日本企業では、ゼネラリスト的なキャリアが想定され、幅広い熟練が形成されるところに特徴が
あったが、機密性確保の観点からはこうしたやり方は問題があると思われる。特に、既に長期雇用
という前提が崩れた現代の日本企業にあっては、多くの社員にゼネラリスト的なキャリアを想定す
ることはやめるべきであろう。
次に、完全性(integrity)は、情報が失われたり、誤った情報が保持されたりしないようにするこ
とに関係する。情報の更新履歴を管理したり、記録された情報のバックアップをとることが行われ
る。取引にかかわる情報をはじめ、自社の価値提供にかかわる製品の設計情報や特許情報などは、
完全性が維持されるべき最たるものであろう。また、顧客や株主、取引先、地域住民などのステー
クホルダーに提供される情報についても誤りがないことが求められる。
知識も管理対象に含めるとすると、完全性の観点からは、企業にとって重要な知識が失われてし
まわないようにすることが求められる。社員の退職に伴い重要な暗黙知が失われる状況は完全性の
問題である。その意味では、企業にとって重要な知識を一人の社員が持つような状況は、完全性が
失われるリスクとなる。2007 年問題とそれへの対応は、ベテラン社員の退職に伴い完全性が失われ
ないようにする取り組みであったといえる。
さらに、可用性(availability)は、情報へのアクセスを許された者が、必要なときにはいつでもそ
の情報にアクセスできることを意味する。通常、情報システムを冗長構成にして、問題が生じても
継続利用できるようにする。サーバールームやデータベースなど情報関連施設を地理的に分散した
り、そうした施設の防災機能を高めたりすることも可用性に関係する。既に多くの企業において情
報システムが組織のインフラとして機能しているが、これが使えなくなることは企業にとっては致
命的である。また、顧客や取引先との間での情報のやり取りにかかわる部分も経営上きわめて重要
である。
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知識の可用性を考えると、
やはり経営上重要な知識が使えなくなることを避けなければならない。
そうした知識があるとすれば、その知識を特定の社員に持たせるのではなく、複数の社員に持たせ
ることによって、可用性を高める必要があろう。また、職場を、知的活動を行う場と考えるなら、
その防災機能を高めることも必要かもしれない。こう考えると、可用性の問題は BCP(business
continuous plan)とも関係してくる。
当然ながら、知識、とりわけ暗黙知をも対象とした情報セキュリティを高めようとするなら、自
社の競争力を築いたり維持したりするために鍵となる知識は何かを特定し、どの社員がどの知識を
有しているかを詳しく把握しておく必要がある。
自社の経営上重要な知識を有する社員については、
慎重に処遇を検討すべきであろう。このように考えると、情報セキュリティは人的資源管理にもか
かわる課題となり、社長セキュリティの必要性がますます高まると考えられる。

２．３．３．攻めの情報セキュリティ
ここまでに確認したものは、その対象を知識にまで拡張したとはいえ、従来の情報セキュリティ
が主な狙いとしてきた守りの対策である。もちろん、なければ企業に負の影響をもたらしうるとい
う意味で、これらは情報セキュリティの基礎をなすといえるが、これらが確保されたからといって
やはり目に見える成果が表れるというわけではない。
ただ、
日本的経営を特徴づける暗黙知を含め、
知識をも情報セキュリティの対象とすると、より積極的な攻めの情報セキュリティの可能性が拓か
れる。
ここでも CIA に沿って確認すると、まず、機密性にかかわる問題への対策がありうる。それは、
重要な知識が漏洩したり奪われたりすることを防ぐことに加えて、新たな知識を創造し学習し続け
ることによって、機密性の問題を小さくしようとする方法を採ることである。つまり、たとえ知識
が漏洩したり奪われたりしても、それが競合などに利用される頃には、すでに新たな知識が生み出
され、大きな問題とはならないという状況を作りだそうとすることである。言い換えれば、機密性
の問題のダメージを弱める戦略である。
実際、ホームセンターなどで販売される衣装ケースなど生活関連製品を製造するアイリスオーヤ
マの例がある。同社が扱う製品はまさにコモディティであり、一見新たな知識を生み出すことは困
難であるように思えるが、既存製品の改良製品をも含め年間 1000 アイテム以上の新製品を生み出
し成功を収めている。他社に製品を研究され真似されても、そのときには既に次の新たな製品を生
み出すという経営スタイルをとることで、
製品情報に関する機密性の問題を回避しているといえる。
また、このような考え方は、完全性の問題にも応用できる。例えば、既存の知識を、まだ発展の
余地がある未完成の存在として捉えるという方法である。そうした場合、保有された知識は完成し
ていないという意味で、完全性が実現されていないということができる。企業にとってなくてはな
らない重要な知識領域を特定し、その完全性を求めることに注力することで、競争力を強化してい
くのである。あるいは、知識の陳腐化への対策もある。知識のなかには、時間と共に陳腐化してい
くものがある。つまり、そのまま放置しておくと価値が目減りしそれまでと同様に使えなくなると
いう意味で完全性が失われるというものである。価値を維持するためには、常に改良し新たな知識
を生み出し続けることが求められる。
具体例としては、トヨタ生産方式を特徴づけるカイゼンがある。それは、生産プロセスの問題点
を常に見出し解決する活動であり、生産にかかわる未完成の知識を発展させる取り組みである。あ
るいは、そのままにしていればやがて他社に模倣され陳腐化していく生産にかかわる知識を、常に
見直し価値を維持向上させようとする活動ともいえる。

29

つまり、情報セキュリティの対象を知識にまで拡張することによって、完全性をすでにあるもの
としてではなく、追い求めるものとして捉え直すことができる。生産プロセスのみならず、製品設
計、顧客サービス、オフィスワーク、サプライチェーン管理など、完全性を追い求められる知識領
域は他にもある。
さらには、可用性の確保も検討できるだろう。日本企業では、近年になり状況が変わりつつある
とはいえ、
ゼネラリスト的なキャリアを積んだ社員がまだ少なからず存在すると思われる。
つまり、
多様な経験に基づき多様な知識を持った社員が組織内に散在し、
埋もれている可能性がある。
特に、
暗黙知の場合は、存在はするものの、使われないまま死蔵されていることが懸念される。
このことは、企業内に存在する知識を埋もれさせ、本来知識が生み出しうる価値を享受しえてい
ないことを意味する。それは、知識の所在が特定できていないために、使いたいときに使えないと
いう可用性における問題と見ることができる。可用性を高めるためには、誰がどのような知識を持
っているかを把握したうえで、必要があれば知識を有する社員にアクセスし、それを活用できるよ
うにすることが必要となろう。
これに関しては、日本電気の取り組みの例が参考になる。同社では、グループ内に「イノベーシ
ョンカフェ」と呼ばれる企業内 SNS を導入し利用してきたが、社員が現在直面している問題や解
決すべき課題などをこの SNS に投稿すると、それらの解決を職務とするわけではないさまざまな
グループ社員から解決の情報が寄せられるという。実際、同社の製品やサービスの開発や改良にこ
うした知識が利用された。それは、同社内に眠る未利用の知識を発掘し活用していると見ることが
でき、可用性を高めているということができる(國領・プラットフォームデザインラボ 2011)。
ここで取り上げた攻めの情報セキュリティは、したがって、既存の知識を守り維持するというだ
けではなく、知識を創造したり、学習したり、発掘して活用したりすることによって CIA を強化す
るものである。また、紹介した事例を見てもわかるように、問題が起きなければ効果がわからない
といったことはなく、取り組みの成果を把握しやすいことも特徴である。
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２．４．まとめにかえて
本論では、社長セキュリティが普及していない原因のひとつが、取り組みの成果が捉えにくいこ
とにあるのではないかとの想定に基づき、その問題を解決する方法について検討した。そして、人
のみが保有しうる暗黙知をも含む知識を、情報セキュリティの対象に加えることで、従来の守りの
情報セキュリティだけでなく、創造や学習、活用をも考慮に入れた攻めの情報セキュリティがあり
うることを指摘した。特に、日本的経営論が明らかにしてきたように、長期の雇用に基づくゼネラ
リスト的なキャリアによって社員間に暗黙知が共有されていることが多かれ少なかれ想定されるわ
が国の企業にとっては、このことは意義があるのではないかと考える。
ところで、知識をもその対象とし、攻めの情報セキュリティの可能性を検討すると、その取り組
みは、KM と重なるように見える。もちろん、KM では、知識を活用することに重点が置かれるた
め、その主な狙いは異なるが、創造や学習をしないことや知識を活用しないことを情報セキュリテ
ィ上の問題として捉えれば、情報セキュリティと KM はきわめて近いテーマとなる。あるいは、攻
めと守りを両方追求することに利点があるとすれば、情報セキュリティと KM は、本来融合すべき
テーマであるかもしれない。特に、従来の日本的経営を特徴づけてきた長期的な雇用が確保されな
くなり、暗黙知を共有することの強みを活かせないばかりか、継続する関係に基づく信頼の確保さ
え難しくなりつつある日本企業においては重要な検討事項となりうる。今後の課題としたい。
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３章

人・組織・情報の関係から考える情報セキュリティ
北野

晴人

日本オラクル株式会社

３．１．問題意識
企業の内部関係者による大規模な個人情報漏洩事件の多発と、2005 年の個人情報保護法完全施行
を契機に多くの企業が内部のセキュリティリスクについて情報セキュリティ・マネジメントの取り
組みを始めて久しい。しかしながら個人情報漏洩、機密情報流出など内部不正によるインシデント
は、その内容に変化は見られるものの継続的に発生している。
特に近年目立つのは「十分なポリシー、ルールがあっても従わない従業者がインシデントを起こ
す（悪意の有無を問わず）」という事例である。特に象徴的だったのは WikiLeaks で問題になった
ように、世界で最も強力な統制が行き届いていると思われる米軍でさえ内部関係者によって情報漏
洩が起きるという事実である1。 このとき我々は常に「なぜ人はルールを破って不正に手を染める
のか」という根源的な問いに突き当たる。
このことから現在の情報セキュリティ・マネジメントに関する取り組みにおいては、積極的な従
業者教育を行っているものの、「悪意」や「出来心」といった、実際に従業者が不正行為を実行す
る際の意思決定プロセスに十分着目して来なかったのではないかという疑念が湧く。
また日本国内における内部不正による情報関連インシデントは今世紀初頭から目立つようになっ
たとの印象がある。いわゆる「日本的経営」のマネジメントのもとでかつてはあまり発生しなかっ
た内部不正が、なぜこの 10 年あまり多発するようになったのか、そこには日本企業の経営スタイ
ルの変化や IT システムへの依存度の高まり、それに伴う組織と従業者の関係の変化、人事制度の
変化などが影響を及ぼしていると考えられる。
これらの背景から、従来の情報セキュリティ・マネジメントだけにとどまらず、雇用制度や人事
慣行、経営などの広範な視点から、人と組織、および保有する情報の関係から、内部不正行為に起
因する情報セキュリティ事故の防止を検討していく必要があると考えられる。

３．２．内部不正行為の意思決定プロセス
３．２．１．意思決定モデル
内部不正によって問題が起きる場合、いずれも「不正な行為」を行う際の意志決定が行われたと
見なすことができる。このような不正な行為を行う際の意志決定プロセスについては（行為自体は
法的な刑法犯等ではなくても）犯罪心理学における犯罪意志決定モデルを使って理解することがで
きる。

1

現在でも軍事法廷において裁判が進行中である。
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/united-states/121129/wikileaks-bradley-manning-i
m-going-die-military-
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図 ３．２-１は犯罪行為を実行するに至る心的プロセスとこれに関与する諸要因を示したものであ
り、ファーリントンが「統合的認知的反社会的傾向（ICAP）理論」に基づいて示した反社会性モ
デルの後半部分にほぼ相当する2。

図 ３．２-１ 犯罪意志決定モデル（Farrington,2005 を修正）

2

大渕憲一.犯罪心理学.初版,培風館,2006,298p
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これを情報セキュリティにおける不正行為に適用すると、その動機づけにつながる内的要因には
借金苦による金銭的欲求や不平不満、仕事が終わらないことへの焦り、上司からのプレッシャーな
どが考えられ、外的要因には情報にアクセスできる権限を持っている、システムの内情を熟知して
いて不正操作が可能である、バックアップデータを管理している保管庫の鍵を持っている、などが
考えられる。
また図中に独自に加筆した点線部分を「外部環境要因」とし、企業、職場などの単位で存在する
様々な要因を考慮に入れている。これは例えば社内の業績成長圧力、給与などの人事制度、上司や
同僚との関係といった組織内の環境要因が、内的要因の形成に大きな影響を及ぼすと考えられるか
らである。
従来犯罪学では社会学に基礎をおいた犯罪原因論と犯罪の機会を与えないことによる防犯を考え
る犯罪機会論があるが、このモデルを犯罪学の視点から見ると、内的要因に関わる対策が犯罪原因
論的なアプローチであり、外的要因に関わる対策が犯罪機会論的アプローチであると見ることもで
きる。
ここでは日本的経営スタイルや人事・雇用制度などとの関係が深いと予想される、内的要因と外
部環境要因に着目している。

３．２．２．内的要因
内的要因の中で、企業内部の内部不正の動機を生成する原因として注目すべきことの 1 つにスト
ウファー達が職務満足感に関する研究において提案した（Stouffer[1949]）相対的剥奪理論（relative
deprivation theory）がある。これは身近な人々との比較（社会的比較：social comparison）に基
づく不平等感であり、客観的に見れば決して恵まれない環境ではなくても、当事者にとっては極め
て不平等だと感じる感覚である。
もう 1 つ内的要因を生成する原因として重要なのは企業組織に対する帰属意識の弱さである。厚
生労働省の平成 19 年「就業形態の多様化に関する総合実態調査結果の概況」によれば既に労働者
の 37.8%が正社員ではない3。（ただしホワイトカラーに限るとその割合はかなり減少するので注意
が必要である）また、同じ厚生労働省の平成 19 年「就業構造基本調査」によると男性で 15.5%、
女性で 16.8%の正規就業者が転職を希望している。
こうした雇用の流動化が、組織に対する帰属意識を弱め、内部不正の意思決定を助長していると
考えられる。

3

厚生労働省 「平成 19 年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/syugyou/2007/1107-1.html
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３．２．３．外部環境要因
内的要因の生成に影響を及ぼす外部環境要因は、以下のようにレベル分けしておくと理解しやす
い。
１） 社会的レベルの要因
経済環境、失業率、社会的風潮など
２） 企業レベルの要因
経営方針、業績成長圧力、人事制度など
３） 職場レベルの要因
人間関係、個人の業績圧力など
特に上記２）および３）については内的要因の生成に強く関わっている。例えば、２）について
は成果主義の色合いが強い人事制度のもとでは同じ年齢・勤続年数であっても給与の差が大きくな
ることがある。このとき当事者がその給与差（＝業績評価の差）に納得できていないと不満が蓄積
され、相対的剥奪感が生まれるのである。
また３）については、営業職などで売上げ目標達成に対する上司の圧力が過剰である場合などが
強いストレスとなり、内的要因を生む場合がある。厚生労働省の「平成 20 年度個別労働紛争解決
制度施行状況」4によれば平成 14 年～20 年の 6 年間で職場でのいじめ・嫌がらせに関する紛争数が
2 倍以上に増えており、職場の人間関係から発生するストレス増加の傾向を見ることができる。

３．３．従業員満足度と内部不正
内部不正に関わる意思決定プロセスの内的要因に大きな影響を与える、企業レベル、職場レベル
の外部環境要因を体系的に測定する指標の一つとして「従業員満足度」の利用を検討した。
経営学分野では、人事施策等により従業員満足度を向上させることによって従業者を動機付け、
結果として生産性の向上、業績の向上を目指すという取り組みを行ってきた。
いっぽう情報セキュリティ分野では給与、業績評価などに関する不平不満などが、犯行動機とな
っている事件・事故事案が見られる。このことから、内部不正が発生する可能性やその誘因を具体
的に整理・評価するための指標として従業員満足度を利用できるのではないかと考えた。

３．３．１．二要因理論の適用
従業員満足度を考えるための指標として、ここではフレデリック・ハーズバーグの「二要因理論」
を取り上げた。これは 1959 年にハーズバーグとピッツバーグ心理学研究所が行った調査における
分析結果から導き出されたものであり、約 200 人のエンジニアと経理担当事務員に対して、「仕事
上どんなことによって幸福と感じ、また満足に感じたか」「どんなことによって不幸や不満を感じ
たか」という質問を行い、分析したものである。（ハーズバーグ[1977]）5この理論は、現在でも従
業員満足度調査や組織活性化コンサルティングなどの基礎理論として利用されている。
ここでは満足を促すもの（motivator）を「動機付け要因」不満足を回避するもの（hygiene factors）
を「衛生要因」として定義し、動機付け要因の要素は「達成、承認、仕事そのもの、責任、昇進、

4

厚生労働省「平成 20 年度個別労働紛争解決制度施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0522-4.html

5

フレデリック・ハーズバーグ."どうすれば従業員を動機づけられるか”.ハーバード・ビジネス・レビュー.1977,April
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成長」、衛生要因の要素は「企業の施策と管理、監督、対人関係、作業条件、給与、身分、それに
福利厚生」が相当するとしている。
そこで衛生要因を減らしていき、逆に動機付け要因を増やしていくことができれば、結果として
不正行為に関する意思決定の内的要因を減少させることができると考えられる。
実際に「情報セキュリティにおける人的脅威対策に関する調査研究報告書」（財団法人社会安全
研究財団 情報セキュリティにおける人的脅威対策に関する調査研究委員会）6によれば、この調査
で分析した内部不正による情報セキュリティ関連事案の犯行動機の多くに、職場における何らかの
不平不満があったと報告されている。この不平不満の内容は、二要因理論における衛生要因と基本
的に一致する。以下報告された具体例を示す。
• 営業実績が上がらず経営者から屈辱的な扱いを受け、経営者の生活態度にも強い不満を抱い
ていた。
• 上司や同僚を意見の食い違いがあり嫌気がさしていたところ、上司と大げんかして逃げ出す
ように退職した。
• 自分がリストラで辞めさせられたのに、能力が高くない上司が解雇されないことに対して強
い不満や怨みを感じていた。
• 転職の際に提示されたものと給料や条件が異なっていたので、経営者に裏切られた気持ちで
いた。
• 時間外の手当が一切さなく、ボーナスなし、仕事の進め方がワンマンだったことに不満があ
ったが、経営者から人前でうだつが上がらないと指導を受けたことを屈辱に感じていた。
• 経営者の態度に不満を感じ、経営者から嫌がらせをされているように感じていた。会社の経
営方針に強い疑問を感じていた。
ここで注意しなければならない点は、給与、身分、福利厚生などいくつかの衛生要因は、多くの
場合自分の同僚、知人など身近な周囲の人々との相対的な比較に基づいて起きる相対的剥奪感であ
る場合があり、たとえば「給料がいくらか」というような絶対値による評価とは限らないという点
である。

３．３．２．従業員満足度と ERM
従業員満足の内容は図３．３-１のように「生活満足」「職場満足」「職務満足」「企業満足」の
4 つに分類することができる。（岩出[2009]）7
① 生活満足（life satisfaction）
失業の不安のない雇用の安定感と適正な生活ができる収入の持続的な確保が期待でき、
ゆとりのある生活時間がもてること。
② 職務満足（job satisfaction）
仕事内容そのものやその直接な結果に関わるもの。
③ 職場満足（workplace satisfaction）
6

7

財団法人社会安全研究財団 情報セキュリティにおける人的脅威対策に関する調査研究委員会「情報セキュリティ
における人的脅威対策に関する調査研究報告書」
岩出浩.“従業員満足と攻めの ERM .産業経営研究第 31 号.日本大学経済学部研究所・研究センター,2009,p.21-39
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上司・同僚・部下との職場内人間関係が良好・円滑に保たれること。
④ 企業満足（corporate satisfaction）
上記の生活・職務・職場満足の実現と自社に対する信頼感からの総合的な帰結を内容と
するもの。

出典：岩出浩“従業員満足と攻めの ERM
産業経営研究第 31 号 日本大学経済学部研究所 研究センター、2000 p.21-39

図３．３-１ 従業員満足の分類
これらをふまえて岩出は「企業の HRM 施策のあり方によって人的リスクをかなりの程度抑える
ことは可能であり，また場合によっては，企業業績にプラスの効果を及ぼすこともある」と結論づ
けている。（HRM：Human Resource Management）
この従業員満足度と内部不正の関係について、情報セキュリティ大学院大学の遠藤は 30 名に対
して無記名の Web アンケート方式を用いて行った。（遠藤[2010]）8その結果、合計 4 名が「もし
もあなたが職場で虐め(上司や同僚から)受けていたら、システムの悪用をして虐めた相手のメール
を盗み見するかもしれない」の問いに対して「はい」または「行うかも知れない」と回答し、1 名
が「もしもあなたが緊急にお金が必要となったら、情報を持ち出すかもしれない」に対して「はい」、
更に 3 名が「もしもあなたが不当に解雇されたら、解雇された会社のシステムやホームページを攻
撃するかもしれない」に対して「はい」と回答している。
この調査は調査対象が 30 名と少数であるため厳密な統計的評価はできない。しかし逆に考える
と、ほんの 30 名のアンケートを行っただけで、数名が「攻撃する」と回答していることは、企業
が潜在的に保有している内部不正のリスクの高さを示しているとも考えられ、その意味では衝撃的
でもある。
更にこれら「攻撃する」と回答した人が、他の質問に対してどう回答したかをクロス集計すると、
明らかに会社の方針と管理・監督・給与・身分・保障といった衛生要因に関連する質問において、
会社や職場への不満を感じているということがわかった。

8

遠藤美貴恵.情報セキュリティにおける従業員満足と内部不正の関係についての考察.情報セキュリティ大学院大学.
2010 年,修士論文
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３．４．日本的経営と内部不正
従業員満足度、特に衛生要因は、企業における雇用制度や人事制度など企業と従業者の関係に大
きな影響を受ける。日本企業の雇用・人事制度の基礎・出発点となっているのは、アベグレンが著
書「日本の経営」において指摘した「終身雇用、年功序列賃金、労働組合」という、いわゆる「三
種の神器」とされることが多い（アベグレン[1958]）9。しかし一方でそのあり方が変化してきてい
ることを検討する必要がある。

３．４．１．長期雇用と年功賃金
日本企業の賃金体系では、年齢・勤続年数に応じて、右肩上がりに賃金が増えていく傾向が強い。
ただし日本では定年制があることで、60 歳以降の賃金は低下し、勤続年数も減ること、ホワイトカ
ラーについては欧州でもほぼ同様の国があることなどから「終身雇用」という言葉は必ずしも適切
ではなく長期雇用と言うべきである。
この賃金体系においては若い世代はその企業に対する貢献度に比べて賃金が安く抑えられている
ものの、
勤続年数と共に賃金が上昇し、
かつ昇進もできるということが事実上約束されていたため、
従業者は全体として高い従業員満足度を得ることができた。また、このことから通常従業者の勤続
年数は長くなり、長期雇用が普通となっている。
しかし、いわゆるバブル崩壊後の 90 年代半ば以降の不況と低成長の時代にあっては、概ね年功
賃金自体は維持されているものの、その賃金カーブは次第にフラット化する傾向を強めている。こ
れは厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」10 や「平成 17 年版労働経済白書」 による賃金
の年齢格差推移の調査結果（図 ３．４-１）11などによって示されている。

図 ３．４-１ 賃金の年齢格差推移

9
10
11

J・C・アベグレン.日本の経営.八版,ダイヤモンド社,1958
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」発表年、http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/detail/
厚生労働省「平成 17 年版労働経済白書」http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/05/
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この傾向は従業者にとって「給与」という衛生要因を悪化させ、従業員満足度の低下を招いてい
る可能性がある。

３．４．２．賃金格差と人事評価
賃金カーブがフラット化する理由は企業の低成長と人件費抑制だけではなく、人事制度そのもの
の変化にも大きな要因がある。
終戦直後から高度成長期にかけての年功序列賃金は、90 年代以降、「能力主義」「職能資格制度」
などを経て、場合によっては「成果主義」などに変化を続けてきた。これによって年齢別の賃金格
差が縮小したと同時に、同じ年齢・勤続年数でも賃金に大きな差が生まれることとなった。
これらの変化は、企業の職場にあらたな相対的剥奪感と衛生要因の低下を生み出した可能性があ
る。

３．４．３．共同体としての企業
日本の企業は、終戦後の混乱や貧困から脱出し、生活を保証することを大きな目標としていた高
度成長期までの時代には、単なる職場としてだけでなく「所属する共同体（コミュニティ）」とし
ての働きを大きく持っていたと考えられる。
これは例えば多くの従業者が会社の寮や社宅に住み、家族ぐるみでつきあいがあり、定期的に社
員旅行で親睦を深めるといった具合である。これらは従来、年功序列賃金や長期雇用のしくみに支
えられていたと言って良い。
これらの働きが、いわば企業への「帰属意識」となって意思決定プロセス中の内的要因を抑制し、
結果として内部不正の発生を抑制してきたと考えられる。
しかし 1990 年代半ば以降、日本企業の多くが欧米型の経営スタイルへの変更を試みてきた過程
で、この共同体としての働きが徐々に失われ、企業本来の目的である「事業を行い、利益を生み出
す」ための機能体であるという傾向が強まってきている。
その結果、リストラなどによって雇用が不安定となり、雇用形態も変化してきた。従来の雇用形
態や賃金体系、人事制度や評価方法に支えられてきた共同体としての性格を変え、従業者の企業に
対する帰属意識を弱め、内的要因の発生を抑止しにくくなってきていることが考えられる。これも
多くの内部不正が発生する誘因の一つとなっていると考えることができるのである。
これらの状況を踏まえ、雇用・人事制度なども含めた従業員満足度の向上や、組織（企業等）と
従業者との間で良好な関係を維持・向上することが業務の効率アップや業績向上だけでなく、同時
に内部不正行為の発生を抑制していくためにも有効であると考えられる。
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４章

リスクと意思決定についての社会心理学的視点
竹村

和久

早稲田大学文学学術院 教授

４．１．はじめに
企業組織や公共組織での意思決定においては、リスクの問題は避けて通れない。企業を取り巻く
情報セキュリティに関するリスク、地震、台風、津波などの自然災害などによるリスク、さらには、
発電所事故、犯罪、テロ、戦争と言うような様々なリスクに取り囲まれている。組織におけるすべ
ての成員がこのような事象による被害を受けることは必ずしもないが、そのような被害を受ける可
能性は誰しもが持っている。
本稿では、まず、リスクの問題の特徴を論評し、現代社会におけるリスクを不確実性の問題から
捉え、リスクを不確実性下の意思決定論的認識枠組から把握する。次に、不確実性下の意思決定理
論としてのプロスペクト理論を紹介し、
リスクに関わる意思決定現象との関連を考察する。
最後に、
不確実性下における社会心理現象としてのリスクの社会的増幅とそれに関わる判断と意思決定現象
を説明する。

４．２．リスクとは何か
被害や損害を受ける可能性に関して、リスク（risk）という用語が用いられることが多い。この
用語は、近年のグローバリゼーションの進行とともにますます用いられる傾向がある。リスクは、
我々の社会における情報セキュリティを考える上でも重要な概念となっている。現代社会における
リスクと意思決定に関わる現象をどのような理論的枠組でとらえることができ、またどのような社
会心理学的観点から研究知見があるのかを説明する。

４．２．１．リスクの概念
リスク概念の定義は、National Research Council 1による「被害の生起確率と被害の重大性の積」
というものがあるが、「被害の生起確率」のことを指したり、「被害の確率分布」を指したり、「被
害の可能性」を指したり、さまざまなものがある。また、確率分布がわかっていない事態も「リス
ク」として捉えられることもある。リスク論でのリスク概念は、後で述べるように、意思決定論で
言うところの「結果の確率分布が既知な状況」に関するリスクの事態と「確率分布が既知でない状
況」に関する不確実性の事態を含んでいると解釈することができる。
本稿では、現代社会におけるリスクや安全に関わる人間の判断と意思決定現象をどのような理論
的枠組でとらえることができ、またどのような研究知見があるのかを紹介する。本稿では、まず、
現代社会においてリスクの問題の特徴を論評し、現代社会におけるリスクを不確実性の問題から捉
え、リスクを不確実性下の意思決定論的認識枠組から把握する。次に、不確実性下の意思決定理論
としてのプロスペクト理論を紹介し、リスクに関わる意思決定現象との関連を考察する。最後に、
不確実性下における社会心理現象としてのリスクの社会的増幅とそれに関わる判断と意思決定現象
を紹介する。

1

National Research Council . Improving risk communication. Washington, DC: National Academy
Press,1989 林裕造,関沢純（監訳）リスク・コミュニケーション化学工業日報社
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４．２．２．リスク社会
社会学者の Beck

2 3は、
リスクに取り囲まれた現代社会を、
「リスク社会」と命名している。Beck4

によれば、リスク社会の危険は、３つの点において 20 世紀初頭までの初期産業社会のそれから区
別される。まず第１に、リスク社会のリスクには、地理的・場所的な境界がなく、グローバル化し
ていることである。このことは、チェルノブイリの原子力発電所の事故や、金融危機、AIDS、SARS、
鳥インフルエンザなどを考えると明らかである。第 2 に、リスク社会のリスクは、その原因や因果
性を突き止めることが困難である点である。このことは、例えば、大気汚染や海洋汚染などの場合、
汚染源を特定することは困難であるし、汚染源も複合しており、その特定化が困難になっているこ
とからも示される。また、その汚染物質のそれぞれが健康にどのような影響を与えるのかもわから
ない部分がある。第３に、リスク社会のリスクは、民間企業の保険や国家による補償が困難な点が
ある。例えば、原子力発電所に重大な事故が起こった場合、あるいは遺伝子工学や化学工業におい
て重大な事故が、世界的規模で起こった場合、国家による保障や保険による保障は極めて困難であ
る。

2

3

4

Beck, U.Riskogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderene. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am
Main, Gerrmany,1986 東廉,伊藤美登里（訳）危険社会－新しい近代への道 法政大学出版局 1989
Beck, U. Das Schweigen der W örter: Über Terror and Krieg. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main,
Gerrmany,2002. 島村賢一(訳）世界リスク社会論－テロ，戦争，自然破壊.平凡社,2003
同上 Beck, U.1986
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４．３．リスクの認識枠組み
ここでは、リスクと意思決定を捉える理論的な視点を不確実性下の意思決定論から考察する竹村
ら5,6の観点にしたがって論述したい。

４．３．１．リスク解析と不確実性
まず、現代社会におけるリスクを、技術的な観点から検討するリスク解析(risk analysis)の立場
について説明する。このリスク解析の立場は、安全に関する第１の立場、第２の立場の理論的な論
拠になっている。リスク解析は、リスクに関する科学的研究から政策決定に至るまでのリスク査定
（risk assessment）、リスク管理、リスクコミュニケーションからなるプロセスを経ると指摘され
ているが6、リスク査定では、人間の健康、生命への危害とその確率を明らかにしようとする。すな
わち、リスク解析の研究者による定義は、確率論や期待効用理論に基づく7。ここでの不確実性とは、
加法性を満たす確率の概念でとらえられるものである。
確率論や期待効用理論の立場に基づくリスク解析にとって、欧州圏やカナダを中心にして提案さ
れている、いわゆる予防原則（precautionary principle）あるいは予防的アプローチ(precautionary
approach）は、親和性がない概念となっている8 。というのは、予防原則や予防的処置という概念
が、確率では表現できないとする「不確実性」を想定しているからである。予防原則や予防的アプ
ローチというのは、人間や社会に重大な危害を与えると判断できる可能性があり、リスク査定が行
われた結果、
必ずしも科学的に因果関係が証明できない時の政策的なオプションを問題としている。
科学的な評価に多くの不確実性がある場合である。それでもなお、公共的観点から予防的に規制し
た方がよいと判断出来る場合に、
費用対効果を勘案しつつ、
規制を行うこともあり得るとしている。
その意味で、確率論的な立場から、あるいは期待効用理論的立場から、この規制や原則を擁護する
ことは直ちにはできないのである。ただし、Dekay 9ら のように、主観的期待効用理論的観点から
予防原則や予防処置を説明しようとする試みもあるが、予防原則や予防処置の背後にある考えは、
必ずしも確率で表現できないような曖昧性を含んでいる。
リスク解析によるリスク評価（risk evaluation）に関しては、リスク社会論やリスク社会学的観
点から批判を加える立場の人々がいる10 。例えば、Beck11は、有害物質の科学的測定やリスク査定
に関して、不可知の部分があり、安全性の問題に答えられるわけではなく、リスク解析学者のよう
な科学的立場を取る者のリスクに関する知の独占に疑義をはさんでいる。さらには、リスクという
概念自体が社会的に構成されるという立場をとるものは少なくなく12、リスク評価の客観性の評価
に関して共通の枠組みが形成されていない現状である。

5

竹村和久・吉川肇子・藤井聡（2004）. 不確実性の分類とリスク評価－理論枠組の提案― 『社会技術研究論文集』,
2, 12－20．
6 竹村和久 リスク社会における判断と意思決定 認知科学, 13(1),17-31,2006．
7 竹村和久. “リスク評価と期待効用理論”.同志社大学ヒューマン・セキュリティ研究センター年報,2,p.197-213.2005
8 同 脚注 3
9 Dekay, M. L., Small, M. j., Fischbecj, P. S., Farrow, R.S., Cullen,A., Kadane,J.B., Lave,L.B.Morgan,M.G., and
Takemura,K. Risk-based decision analysis in support of Precautionary policies. Journal of Risk Research,
vol.5,no.4,p.391-417. 2002
10 平川秀幸 リスクの政治学―遺伝子組換え作物論 争のフレーミング分析 公共のための科学技術。小林傳司 編
玉川大学出版部 pp.109-138.2002
11 同、脚注 2
12 大坪寛子,山本明,吉川肇子.社会的現実としてのリスク:合理的なリスク概念の限界.日本リスク研究学会誌
no14,p.63-68.2002
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４．３．２．不確実性下の意思決定問題としてのリスク
竹村13らは、このような認識枠組の不一致を解消するために、種々の社会的リスクを評価するた
めの理論枠組を提供することを試みた。彼らは、不確実性を意思決定主体の環境の構造から分類し
て、
意思決定問題として、
これらの社会的リスクに関わる問題がどのようなものであるかを検討し、
今後の社会的安全のための技術として、 科学的なリスク査定にとどまらない、社会としてのリスク
評価（risk evaluation）にどのような展開があり得るのか考察を行った。
竹村ら14の不確実性の分類では、社会における不確実性の問題を意思決定論的枠組みで考える。
この枠組みでは、不確実性下の意思決定問題は、選択肢の集合Ａ、状態の集合Θ、結果の集合 X、
写像 f：A×Θ→ X、選好構造（X,R）の 5 項組で表現される。すなわち、意思決定問題は、集合
D＝（Ａ，Θ，X，f，（X,R））をと表現できる。また、意思決定者を複数考える相互作用状況下
や社会的意思決定の場合は、意思決定者の集合を I として、i∈I に応じて、選択肢 Ai や選好関係
Ri が異なるとすると、社会的意思決定問題 SD＝（A1, A2,…,An，Θ，X，f，（X,R1）,（X,R2）,
…,（X,Rn））などと表現できる（例えば、市川

15参照）。この例の場合は、意思決定者の選択肢

と選好関係が異なっているとし、状態Θや結果の集合 X や結果への写像ｆは全員に共通していると
仮定したことになっているが、これらも個人によって異なっているような意思決定問題の記述も可
能である。
意思決定を、意思決定者を取り巻く環境についてその意思決定者がどれだけ知っているかという
意思決定環境の知識の性質から分類すると、図 ４．３-１に示したように、以下の 3 つに大別でき
る。すなわち、(1)確実性下の意思決定、(2)リスク下の意思決定、(3)不確実性下の意思決定となり、
不確実性下の意思決定は、さらに、(ⅰ)曖昧性下と(ⅱ)無知下に区分することができる。

意思決定環境

確実性下

リスク下

不確実性下

曖昧性下

無知下

図 ４．３-１ 意思決定環境に応じた不確実性の分類（竹村６）
環境の知識の性質から分類すると、図 ４．３-１に示したように、以下の 3 つに大別できる。16,17
すなわち、(1)確実性下の意思決定、(2)リスク下の意思決定、(3)不確実性下の意思決定となり、不
確実性下の意思決定は、さらに、(ⅰ)曖昧性下と(ⅱ)無知下に区分することができる。

13
14
15
16
17

同 脚注 5
同、脚注 5
市川淳信.意思決定論.エンジニアリング・サイエンス講座 33,共立出版.1983.
竹村和久.“意思決定とその支援” 認知心理学４巻 思考.市川伸一 編.東京大学出版会.Pp.81-105．1996
同、脚注 15
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４．３．３．リスクと様々な意思決定
（１）確実性下の意思決定
第１は、確実性下の意思決定（decision making under certainty）であり、選択肢を選
んだことによる結果が確実に決まって来るような状況での意思決定である。例えば、効果
が確実にわかる 5000 万円の費用のかかる情報セキュリティ対策と、効果が確実にわかる
8000 万円の費用がかかる情報セキュリティ対策とのどちらが良いかを決めるような状況は、
確実性下での意思決定になる。先の集合による表記で説明すると、状態の集合Θのうちど
のθk が生起するかが既知の場合か、θk がどんな状態であっても（任意のθk でも）、選
択肢 ai によってのみ結果ｘj が決まるような場合である。別の表現をすると、選択肢の集
合 A から結果の集合 X の写像 g：A→X が存在する場合であると言うことができる。
ただし、
選択肢を採択した結果の範囲を時間的・空間的に大きく考えると、確実性下の意思決定は
ほとんど存在しないことになる。

（２）狭義のリスク下の意思決定
第２は、リスク下の意思決定(decision making under risk)である。ここで言うリスクと
は、意思決定論で用いられる狭義のリスクである。リスク論では不確実性をも含んだより
広い意味をもっているが、18,19 意思決定研究の文脈では、選択肢を採択したことによる結
果が既知の確率で生じる状況のみを指す。ここで述べるリスクは、リスク論で言われるリ
スクの一部であると解釈していただきたい。
表 ４．３-１ リスク下における結果の集合 X 上の確率の例20
A

X

a1：対策１
a2：対策２
a3：対策３

ｘ1：100 人
死亡

ｘ２：50 人
死亡

ｘ３：死亡者
０

ｐ11：0.8
ｐ21：0.3
ｐ31：0.0

ｐ12：0.0
ｐ22：0.5
ｐ32：0.3

ｐ13：0.2
ｐ22：0.3
ｐ33：0.7

集合による表記でリスク下の意思決定を整理してみる。状態の集合Θ上に確率分布が定
義されている状況を考える。例えば、「ある地域 B でマグニチュード 6 以上の地震が発生
する確率」である P（θ1）＝0.3、「ある地域 B でマグニチュード 6 未満の地震が発生す
る確率」であるｐ（θ２）＝0.5、「地震が生起しない確率」であるｐ（θ３）＝0.2 という
ように確率分布がわかっているとする。そうすると、選択肢 aj∈A ごとに、結果 X 上の確
率が決定でき、表 ４．３-１のようになる。このことから、選択肢 aj∈A のうち、どれを選
択するかというリスク下の意思決定問題は、X 上の確率分布 p1=[p11,p12,…,p1m],

p2=[p21,p22,…,p2m], …, pl=[pl1,pl2,…,plm]のどれを選ぶかという問題に置き換えることがで
きる。このことは、X 上の確率の集合 P＝｛p1 ，p２ ，…，pｌ｝の上に選好関係 R を入れ
た選好構造（P，R）でリスク下の意思決定を表現できることを意味している。このような
リスク下の意思決定は、効用を確率（あるいは確率の公理を満たす主観確率）で重みづけ
て期待値をとった期待効用理論（例えば、Barberà et al
18

21）の体系で説明することができる。

吉川肇子,リスク・コミュニケーション.福村出版.1999
広田すみれ,増田真也,坂上貴之 編.心理学が描くリスクの世界－行動的意思決定入門.慶應義塾大学出版会.202
20 同、脚注 5
21 Barberà, S., Hammond,P. J., and Seidl, C. ed . Handbook of utility theory, Vol.1(Principles), Dordrecht, The
Netherlands: Kluwer Academic Publishers.1998
19
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（３）不確実性下の意思決定
最後に、第 3 は、不確実性下の意思決定（decision making under uncertainty）である。
ここでいう不確実性下とは、選択肢を採択したことによる結果の確率が既知でない状況を
いう。この不確実性下の意思決定は、以下のように下位分類することができる22。まず、第
1 が曖昧性（ambiguity）のもとにおける意思決定である。曖昧性とは、どのような状態や
結果が出現するかはわかっているが、状態や結果の出現確率がわからない状況を言う。
集合で表現すると、状態Θの要素θi や結果の集合 X の要素ｘi はすべて既知であるが、Θ
上の確率分布が既知でない状況、あるいは X 上の確率分布が既知でない状況のことになる。
例えば、先ほどの例で、マグニチュード 6 以上の地震のθ1 の確率 p（θ1）、マグニチュ
ード 6 未満の地震のθ２の確率 p（θ２）、地震が起こらないθ３の確率 p（θ３）が、い
ずれも曖昧にしかわからないか、不明だとする。そのような状況では、各選択肢を採用し
たことによる結果の集合上の確率は、表 ４．３-２のように、曖昧か不明になってしまうの
である。
このような場合、確率を数値で表現できないが、「多分高い」、「結構低い」、「まあ
まあ」というように言語で表現されることもあるのである

23。実際、自然科学のトレーニ

ングを受けた天気予報の専門家であっても、確率を数値表現するよりも、言語表現を用い
て確率を表現する傾向があることがわかっている（例えば、Beyth-Marom24）。さらには、
不確実性を仮に数値で表現できたとしても、確率のように加法性を満たさない測度（例え
ば、可能性測度、デンプスター＝シェーファー測度など）も考えることができるのである
25,26。このような意思決定は、非線形効用理論の体系（例えば、Fishburn 27,Edwards 28）、

ファジィ意思決定理論の体系（例えば、Nakamura29 ,瀬尾30）で説明することができる。
不確実性下の意思決定の第２が、状態の集合の要素や結果の集合の要素が既知でない場合
になる、無知下の意思決定（decision making under ignorance）である（Smithson

31、

Smithson,et al32）。例えば、ある社会政策を採用することによって、どのような状態が生
じ、どのような結果が出現するかその可能性すらもわからない状況である。すなわち、集
合の表記を行うと、状態の集合Θの要素θk が何なのか、さらには、結果の集合 X の要素
xi が何なのかよくわからない状況である。これは、確率論的に述べると、標本空間の要素
が既知でないような状態の無知であるので、「標本空間の無知（sample space ignorance:
Smithson, et al.33）」と呼ばれることがある。
同、脚注 5
竹村和久.意思決定の心理－その過程の探究/福村出版 1996
24 Beyth-Marom, R. How probable is probable ? :Numerical translation of verbal probability expressions.
Journal of Forecasting, vol.1, p.267-269.1982
25 Smithson, M. Ignorance and uncertainty: Emerging paradigms. New York: Springer Verlag. 1989
26 Takemura, K. “Vagueness in human judgment and decision making”. Soft computing for human centered
machines. Z.Q. Liu and S.Miyamoto ed,. Springer Verlag, Tokyo, pp.249-281. 2000
27 Fishburn,P.C. Nonlinear preference and utility theory. Sussex: Wheatsheaf Books. 1988
28 Edwards,W. ed Utility theories: Measurement and applications.Boston: Kluwer Academic Publishers. 1992
29 Nakamura, K. Canonical fuzzy numbers of dimension two and fuzzy utility difference for understanding
preferentioal judgments. Information Sciences, vol.50, p.1-22. 1991
30 瀬尾芙美子.思考の技術.有斐閣.1994
31 同、脚注 25
32 Smithson, M., Bartos, T., Takemura, K. Human Judgment under sample space ignorance. Risk. Decision
and Policy, vol. 5,p.35-150. 2000
33 同、脚注 32
22
23
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表 ４．３-２ 不確実性下における結果の集合 X 上の確率が曖昧か不明な場合の例（竹村ら 5）
A

Θ

a1：対策１
a2：対策２
a3：対策３

ｘ1：100 人
死亡

ｘ２：50 人
死亡

ｘ３：死亡者
０

ｐ11：高い
ｐ21：？
ｐ31：？

ｐ12：低い
ｐ22：？
ｐ32：？

ｐ13：低い
ｐ22：？
ｐ23：高い

このような標本空間の無知については、Walley

34の定義するような上界確率と下界確率

で意思決定の仕方を導くことができる。
無知下の意思決定には、どんな選択肢がそもそも存在し得るのか、どんな状態が可能性
としてあり得るのか、どんな結果の範囲があるのか、よくわからない状況での意思決定も
ある。実際の社会においては、未知の土地での種々の意思決定にみられるように、このよ
うな無知下の意思決定はよく出現する。したがって、無知の程度が深刻な場合は、結果の
集合 X、選択肢の集合 A、状態の集合Θの要素だけでなく、それらの全体集合自体がわか
らないような無知もあり得るだろう。そこで、我々は、
この無知を全体集合の無知（universal
set ignorance）と命名することにする。この無知も、細かく分けると、X,A,Θのどれがわ
からないかによっても分類できるであろう。このような全体集合がわからないような無知
下の意思決定すべてを扱えるような理論はほとんどないのが現状である。しかし,無知下の
意思決定を理論的に取り扱った Walley35があり、今後の研究の発展が期待できる。

34
35

Walley, P. Inference from multinomial data: learning about a bag of marbles. 1996
同、脚注 34
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４．４．不確実性下における意思決定理論としてのプロスペクト理論
不確実性下における意思決定理論には様々なものがあるが、中でも代表的なものが、Kahneman
36&

Tversky37、Tversky & Kahneman によって提唱されたプロスペクト理論(prospect theory)で

ある（Kahneman は、この一連の意思決定研究により、2002 年度のノーベル経済科学賞を受けて
いる。また、Tversky は、1996 年に死去している）。この節では、このプロスペクト理論を紹介し
て、リスクに関する意思決定現象がどのように説明されるかを述べることにする。

４．４．１．プロスペクト理論の基本的仮定
プロスペクト理論は、行動意思決定理論のこれまでの知見と非線形効用理論（あるいは一般化期
待効用理論）の知見を総合した理論である。プロスペクト理論は、当初はリスク下の意思決定を扱
う記述的理論として提案されたが(Kahneman & Tversky38)、後に、不確実性下の意思決定も説明
できる理論に発展させられている(Tversky & Kahneman39)。
プロスペクト理論の「プロスペクト」とは、ある選択肢を採択した場合の諸結果とそれに対応す
る確率の組み合わせであり、リスク下の意思決定では「ギャンブル」と同じである。リスク下の意
思決定では、いくつかのプロスペクトの中から望ましいプロスペクトを選択することになる。すな
わち、生起する結果の集合 X＝｛ｘ1,…,xj,…, ｘｍ｝を考え、X 上の確率分布 p1=[p11,p12,…,p1m],
p2=[p21,p22,…,p2m], …, pl=[pl1,pl2,…,plm]のどれを選ぶかという問題に置き換えることができる。こ
のとき、ひとつのプロスペクトは、（ｘ1, p11；…,xj, p1j ;….ｘｍ,pmj）のように表現される。プロス
ペクト理論では、
このプロスペクトが、
期待効用理論とは異なる仕方で評価されることを仮定する。
プロスペクト理論では、意思決定過程は、問題を認識し、意思決定の枠組を決める編集段階
(editing phase)と、その問題認識にしたがって選択肢の評価を行う評価段階(evaluation phase)とに
分れる(Kahneman & Tversky40)。前者の段階は、状況依存的であり少しの言語的表現の相違など
によっても変化するが、後者の段階では、ひとたび問題が同定されると状況に依存しない評価と意
思決定がなされることになる。
編集段階は、選択肢を認知的に再構成する段階である。この段階では、同じ意思決定問題であっ
ても、わずかの言語的表現の相違などによって意思決定の心的構成（フレーミング）のされ方が異
なってしまって、その問題の認識が異なってしまうことがある（竹村41）。編集段階では、結果を、
利得(gain)と損失(loss)のいずれかに分ける心的操作がなされる。例えば、通常の交通事故死者が
1000 人であったときに、翌年 100 人減少すると「利得」領域で把握され、100 人増大すると「損
失」領域で判断されるようなケースである。いずれにしろ、交通事故死者は存在するが、現時点が、
参照点(reference point)として機能した場合、このような評価がなされる。
編集段階において各プロスペクトが再構成され、それらを基にして評価段階では最も評価値の高
いプロスペクトが選ばれる。評価段階では、彼らが価値関数(value function)と呼ぶ一種の効用関数
Kahneman, D., & Tversky, A. Prospect theory: An analysis of decision under risk, Econometrica, vol.47,
263-291. 1979
37 Tversky, A., Kahneman, D. Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal
of Risk and Uncertainty, vol.5,p.297-323.1992
38 同、脚注 36
39 同、脚注 37
40 同、脚注 36
41 竹村和久. フレーミング効果の理論的説明：リスク下における意思決定の状況依存的焦点モデル.心理学評論
vol.3p.270-291.1995
36
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と確率への加重関数(weighting function)によって、評価されることになる。重要なことは、編集段
階において、価値関数の原点である参照点が決まるということである。この評価段階の評価の仕方
は、非線形効用理論におけるランク依存型効用理論と基本的に同じである。
図 ４．４-１に示されているように、価値関数は、利得の領域では凹関数であるのでリスク回避
的になり、損失の領域であれば凸関数であるのでリスク志向的になることがわかる。さらに、利得
の領域より損失の領域の方が価値関数の傾きが一般に大きい。このことは、損失が利得よりも大き
なインパクトを持つことを意味している。

凹

損失

利得
ｘ

凸

図 ４．４-１ プロスペクト理論の価値関数
プロスペクト理論の特別な点は、効用理論の原点に相当するところが、参照点であり、意思決定
問題の編集の仕方によって参照点が容易に移動することを仮定していることにある。プロスペクト
理論では、結果の評価は心理学的な原点である参照点からの乖離量からなされ、意思決定者は利得
あるいは損失のいずれかとして結果を評価することになる。さらにプロスペクト理論は、意思決定
者が利得を評価する際にはリスク回避となり、損失を評価する際にはリスク志向となるものと仮定
する。参照点の移動により、同じ意思決定問題でも、利得の領域で選択肢を把握するとリスク回避
的になり、損失の領域で選択肢を把握するとリスク志向的になる。
また、プロスペクト理論では、非加法的な確率加重関数は、π（0）＝0、π（1）＝１であるが、
図 ４．４-２のような形状になっている。この確率加重関数をπとして、客観的確率をｐとすると、
この確率加重関数は、(1)π（p）+π（1-p）≦1 という非単位和であり、(2)確率が非常に低い状況
では確率を過大評価し、π（p）＞p という関係が成立し、（3）π（pq）/π（p）≦π（pqr）/π
（pr）という非比例性を示し、（4）端点付近での非連続性を示す、というような定性的な特徴が
ある。
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図 ４．４-２ プロスペクト理論における確率加重関数 36
最後に、プロスペクト理論におけるプロスペクトの評価方式について説明する。Kahneman &
Tversky(1979）によると、ｘ、ｙを各結果、ｐ、ｑを各結果の確率、π（ｐ）、π（ｑ）をｐとｑ
に対する確率加重値、ｖ（ｘ）、ｖ（ｙ）を各結果の価値とすると、プロスペクトの評価値Ｖ(ｘ,
ｐ; ｙ,ｑ)は、下記のようになる。ただし、
ｐ＋ｑ＜１、ｘ≧0≧ｙ、ｘ≦0≦ｙのいずれかが成立し、ｖ（0）＝0 とするならば、
Ｖ(ｘ,ｐ; ｙ,ｑ)＝π（ｐ）ｖ（ｘ）＋π（ｑ）ｖ（ｙ）
また、もしｐ＋ｑ＝１でかつ、 ｘ＞ｙ＞0 またはｘ＜ｙ＜0 であるならば、
Ｖ(ｘ,ｐ;ｙ,ｑ)＝ｖ（ｙ）＋π（ｐ）（ｖ（ｘ）―ｖ（ｙ））
が成り立つ。
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４．４．２．プロスペクト理論から予測される意思決定現象
プロスペクト理論では、価値関数ｖ（ｘ）は、参照点より高い利得の領域では凹関数（下に凹な
関数）であり、参照点より低い損失の領域では凸関数（下に凸な関数）が仮定され、x≧0 の場合ｖ″
(x)＜0、 x＜0 の場合ｖ″(x)＞0 となる。このことは、意思決定者が、利得の領域ではリスク回避
的に、損失の領域でリスク志向的になることを意味している。
プロスペクト理論の価値関数では、損失の領域の傾きが利得の領域より急になっており、すなわ
ち、ｘ＞0 において、v’(x) ＜ v’(－x) となる。このことは、損失の方が利得よりもインパクトが
あることを示しており、この性質は損失忌避(loss aversion)と呼ばれている。
プロスペクト理論に仮定されている損失忌避の性質から、期待値がゼロのギャンブルは回避され
ることが導かれる。例えば、50％の確率で 100 万円を得られ、50％の確率で 100 万円を失うギャ
ンブルをするか（期待値は 0 円）、ギャンブルをしない（期待値は 0 円）場合では、損失忌避の性
質よりギャンブルをしないでいることが導かれる。
また、ｘ＞ｙ＞０とした場合、プロスペクト（ｙ,.50; －y,.50）は、プロスペクト（ｘ,.50; －ｘ,.50）
より選好される（Kahneman & Tversky,1979）。すなわち、

ｖ(ｙ)＋v(－ｙ) ＞ ｖ(ｘ) + ｖ(―ｘ) かつ ｖ(― y) － ｖ(－ｘ) ＞ ｖ(ｘ) – ｖ(ｙ)が成り立
つことになる。さらに、ｙ＝０とすると、ｖ（ｘ）＜－ｖ（－ｘ）が導ける。
このことに関連して、遺伝子工学や原子力発電のような科学技術のように、大きな利益がもたら
されることがあるが、大きな損失がもたらされる可能性のある科学技術に対しては、市民から低い
評価がなされることが予想される。
損失忌避の性質から導ける現象としては、賦存効果(endowment effect)も指摘することができる
（Kahneman, Knetch, & Thaler,42

43）。この現象は、ある財を与えられて保有している場合のそ

の財の売値が、その財を与えられずにいた場合の買値よりも高くなる現象である。簡単に言うと、
初期保有していた財を手放にくくなってしまう現象であり、現状維持バイアス(status quo bias)を
あらわしていると解釈されることもある。すなわち、安全性に問題があり、危険性が明らかになっ
た技術であってもこれまでの投資が大きかったりすると、なかなか廃止することができなくなって
しまうような現象がこれにあたる。
また、プロスペクト理論によると、確率が非常に低い状況では確率を過大評価し、π（p）＞p と
いう関係が成立する。このプロスペクト理論の確率加重関数の性質から説明できる現象として事故
や病気に対する保険加入が挙げられる。これは、確率が非常に低い状況では確率が過大評価される
ことを示す確率加重関数の性質から説明することができる。例えば、電話線修理保険は、1 ヶ月 45
セントであるが、修繕費は 60 ドルで修繕の期待費用は 1 ヶ月 26 セントにすぎない(Chiccheti &
Dubin

44)。このようにプロスペクト理論によって、確率の低い事象のウェイトが大きくなると解釈

することによって、保険加入の現象が説明できるのである。
また、確率加重関数の性質からは、リスクがゼロになることを希求するゼロリスク効果(zero risk
effect)を説明することができる（中谷内45 ）。例えば、交通事故死亡確率を 56％から 55％に減ら
Kahneman,D., Knetsch,J.L., & Thaler, R.H. Experiment tests of the endowment effect and Coase theorem.
Journal of Political Economy, 98, 1325-1348,1990..
43 Kahneman,D., Knetsch,J.L., & Thaler, R.H. The endowment effect, loss aversion, and status quo bias.
Journal of Economic Perspectives, 5, 193-206,1991.
44 Chiccheti,C.,& Dubin,J. A microeconometric analysis of risk-aversion and the self-insure, Journal of
Political Economy, 102, 169-186,1994.
45 中谷内一也 『ゼロリスク評価の心理学』 ナカニシヤ出版, 2004.
42
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すのに 10 億円かけるのは無駄だと感じるのに、１％から０％に 10 億円かけるのは受容するという
判断はゼロリスク効果を示している。

４．４．３．規範理論としてのプロスペクト理論の可能性
このようなプロスペクト理論から導かれるような判断は非合理的であり、規範的に本当に支持で
きないのであろうか。確かに賦存効果やゼロリスク効果は、社会的意思決定に柔軟性をなくす場合
がある。しかし、必ずしも、このような判断がリスク評価にあたって規範的に支持できないとは言
えないと考える。交通事故の死亡確率がゼロになることは極めて望ましいと考えることは自然であ
る。また、別の例で言うと、多くの国では、天然痘や AIDS などの疾病の根絶を願って、様々な対
策をとっているが、このような危険な疾病を根絶するということに高い価値を置く営みは、規範的
に支持できるとも考えられるのである。
リスク評価が人々の価値を含んでいるとするならば、ゼロリスク効果を示す判断も規範的に支持
できる部分があると考えられるのである。政策決定において、リスクがゼロになることを極めて高
く希求するゼロリスク効果や、確率分布のわからない曖昧なリスク事象を忌避するような選好も、
予防原則とも整合的であり、いたずらに非合理的とは言えないのである。
プロスペクト理論は、元来人間の意思決定を記述する記述的意思決定理論であり、人間の認知的
バイアスを示す理論としてこれまで扱われることが多かったが、期待価値論や期待効用理論のみが
規範的であるとされる理論ではないだろう（竹村46）。例えば、プロスペクト理論がリスク評価に
用いられるとすると、これまでに非合理的とされていた市民の反応も規範的な意味で取り入れるこ
とが可能であり、ある程度、市民の価値観や公共的な感情を反映したリスク評価ができることにな
ると考えられる。実際、Geiger47の理論的研究のように、プロスペクト理論における様々な概念を
用いて、リスクの受容のあり方を理論的に説いている研究も現れており、非線形期待効用理論を用
いたリスク評価は今後行われる方向にあると言えるだろう。
しかし、プロスペクト理論のような非線形効用理論の体系でもリスク評価における限界がある。
例えば、標本空間が無知な場合の意思決定現象や、意思決定問題の記述の仕方によって選好が変化
するというフレーミング効果などは、非線形期待効用理論では説明が不可能である。このような非
線形期待効用理論でも説明できない現象が規範的に擁護できるかということは今後に開かれた問題
であると考える。

46
47

同 脚注 7
Geiger,G.. Risk acceptance from non-linear utility theory. Journal of Risk Research, 8, 225-252,2005.
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４．５．不確実性下におけるリスク判断
これまで不確実性下における意思決定を説明するプロスペクト理論について説明したが、不確実
性下においてはプロスペクト理論では十分に説明できないようなさまざまな社会心理過程が働くこ
とになる。Kasperson ら48 は、リスクの社会的増幅理論を提出しているが、この理論によると、あ
るリスク事象（例えば，原子力関連施設の事故や不祥事など）が生じると、その影響は、そのリス
ク事象の範囲を超えて波紋のように広がってゆくということになる。

４．５．１．リスクの社会的増幅
Kasperson ら49は社会的増幅に関与する要因を指摘している。第 1 は、ヒューリスティクスであ
る。例えば、これは、記憶の中で利用可能な情報をもとに、リスク認知がされたりするような場合
である。その場合、事故や不祥事の報道量が多いと、利用可能な情報が増えて、その事象のリスク
認知が高まるのである。少年による凶悪犯罪は戦後からの統計をとるとそれほど高まっていないに
もかかわらず事件の報道のインパクトによって実際に犯罪率が高まっているように感じるのも利用
可能性ヒューリスティクスが関与している可能性が高い。吉川50が示唆するように、飛行機事故が
自動車事故より危険だと判断されやすいのも、事故のイメージのインパクトの可能性が高いからで
ある。
第２の要因は、価値である。どのような価値をもっているかによって、リスクの社会的増幅が規
定される。例えば、「軽微な健康被害であっても絶対あってはいけない」と多くの人々が考えてい
る社会においては、事故のリスクがまれにしか起こらないものであっても、その事故に関する社会
的増幅の程度は高まると考えられる。例えば、原子力技術の専門家は人命に関するリスク解析をし
て広報をするが、住民が経済的影響や風評被害を恐れている場合は、そのような死亡のリスクが低
いというだけでは、リスクの社会的増幅の防止にはならない。
第３の要因は、社会集団の関係である。社会集団の性質によって、社会的増幅の性質が異なるの
である。この要因は価値とも関わるが、社会集団の凝集性、同調性傾向、大きさ、などがどのよう
なものかによって、増幅の程度は異なると考えられる。例えば、原子力発電所や地球温暖化などの
問題に対しては、環境保護団体や宗教団体の人々の間の方が団体に所属していない人々よりも、凝
集性が高いので社会的増幅が大きいと推察される。
第４の要因は、事件の情報的価値である。マスコミなどの事件報道などによりそのイベントが示
唆する情報的な価値が生じ、リスクの社会的増幅の程度に影響するということである。例えば、原
子力関係の専門家間で意見の一致がみられないことが報道されたりすると、人々は原子力専門家の
専門知識の程度を疑い、さらには原子力政策に不信感を持ち、リスクの社会的増幅が起こったりす
ることが考えられる。
第５の要因は、スティグマ化である。リスク事象によってネガティブな烙印がその地域に押され
ると、その地域のリスクの社会的増幅は促進されるのである。わが国の例をあげると、吉川51が指
摘しているように、原子力発電所が多く建設されているところに「原発銀座」という命名がされた
り、「水俣病」や「杉並病」という名前がつけられる場合などである。
Kasperson， R.E., Renn,O.,Slovic,P., Brown,H.S.,Emel,J.,Goble,R.,Kasperson,J.X., & Rtick,S. The social
amplification of risk: A conceptual framework. Risk Analysis， 8， 177-187,1988
49 同 脚注 48

48

50

吉川肇子 『リスク・コミュニケーション』 福村出版, 1999.
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同 脚注 50
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４．５．２．リスク判断の性質
（１）リスクの判断次元
人間のリスク認知に関して、Slovic らが一連の研究を行っている52。これらの研究による
と、原子力関係のリスク事象は比較的高いリスク認知がなされている。このようなリスク
認知は、専門家の判断と著しくことなっている（Slovic53 ; Takemura et al.54

55）。

また、Slovic らの一連の研究によると、「恐ろしさ」と「未知性」という次元がリスク
認知の基本因子であるとしている。恐ろしさ因子は、「災害が発生したとき、その被害規
模を制御できるか」、「世界的破滅に導く潜在力があるか」、「将来世代への脅威となる
か」、「恐ろしいという感情を引き起こすか」といった評価要素で構成される。そして、
この恐ろしさイメージの高い事象として、核兵器や神経ガス事故と並んで原子力事故が指
摘されている。なぜこのような認知がなされるかについて、木下（2000）は、これまでの
研究を整理して、自発的な関わりで生じたものではない、個人でコントロールできない、
広い範囲で被害を及ぼす、死につながる、次の世代への影響の可能性がある、進行過程が
みえにくく何が起こっているかわからないと、人々が思っているリスク事象は、過大に判
断されることを指摘している。
このようなリスク判断を考える際には、人間の判断系の特質について理解する必要があ
る。人間の判断は非一貫的なものであり、それほど安定したものではないからである。こ
の非一貫性については、反応モード効果に基づくものと、フレーミング効果に基づくもの
が考えられる（竹村 2004）。

（２）反応モード効果による非一貫性
反応モード効果とは、どんな反応モードをするかによって、同じ概念を測定していても、
結果が一貫しない現象を指す。典型的な現象が、選好逆転現象である。例えば、常識的な
推論からすると、評定法と選択法は、反応のパターンが異なるだけであり、両者は互いに
同じ方向の選好や評価を反映していると期待される。すなわち、選択肢ｘの評定値が選択
肢ｙよりも高ければ、選択の結果、ｙよりもｘが選ばれやすいという関係が期待できる。
評定では、選択肢ｘの評定値が選択肢ｙよりも高いのに、選択では、ｙがｘよりも選択さ
れやすいという状況は、常識的な推論からは考えられない。しかし、これまでの研究によ
ると、評定による選好順序と選択による選好順序は必ずしも同じではなく、逆転する場合
がある。 例えば、自動車事故や環境汚染などの対策が複数あって、住民がその対策を評価
して社会的意思決定をする場合、どのくらいの税金を投入するべきかという評価法で聞く
場合と、対策の選択を投票で決める場合とで、結果が逆転してしまうことが起こり得るの
である（竹村56）。そうした場合、住民の選好としては一貫性がないことになる。
Slovic.P．The Perception of Risk， London:. Earthscan Publications, 2000．
同 脚注 52
54 Takemura，K.，Taniguchi,T.,Tsuchiya，T.,& Kosugi，M.
Risk perception and social value orientation:
From questionnaire survey for design of risk communication activities in Tokai Paper presented at Society
for Risk Analysis， Baltimore，USA、2003.
55 Takemura，K.，Taniguchi，T.，Tsuchiya，T.，& Kosugi，M.
Risk perception， trust， and social value
orientation: Model and empirical research， Paper presented by Society for Risk Analysis，Europa， Paris，
France，2004.
56 竹村和久 リスク判断における選択課題とマッチング課題の矛盾 『日本リスク研究学会誌』， 5， 88-95,1994..
52
53
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（３）フレーミング効果による非一貫性
つぎに、フレーミング効果に基づく非一貫性というのは、同じ事象を指していてもその
言語表現を変えるだけで、評価や意思決定が変化してしまうことを言う。このことは、社
会調査においては、ワーディングの問題としてよく知られている現象であるが、同じこと
を聞いているのに質問文の語尾が僅かに変わっただけで、反応が全く異なることがある。
この現象は、同じ指示対象を言い換えてもその指示対象の意味は変わらず、指示対象間の
関係性をも保存するという外延性の論理あるいは記述不変性を逸脱しているので、自然科
学の理論のような記述が本質的に不可能なのである。また、フレーミング効果は、言語表
現の違いだけでなく、視点によっても生じる。例えば、原子力施設のトラブル隠しなどで
も技術的な問題とみるのか、住民への背信行為とみるのかどのような視点で把握するかに
よって原子力政策に関する人々の選好が異なってしまうのである。人間の視点はいつでも
変化するしマスコミの議題設定によって変化するものなのである。フレーミング効果が生
じるのは、人々が抽象的概念を扱うのが苦手であり、外延性の論理にしたがって物事を考
えない人間の無知からもたらされると考えられるかもしれないが、人間が自然言語で物事
を考える限り、フレーミング効果は生じるのであり、人間の社会生活にとっては本質であ
るとみなさざるを得ない側面がある。

（４）焦点化仮説と判断の非一貫性
反応モード効果にしても、フレーミング効果に示されるように、このような選好順序が
逆転するような非一貫性は、重さの測定や長さなどの物理的測定においては、いくら量り
や物差しの精度が悪くても起こりえない。原子力や新しい科学技術のリスクに関する調査
結果がしばしば矛盾するのは、このような反応モード効果やフレーミング効果に起因して
いる可能性がある。重要なことは、このような判断の非一貫性は、何も素人だけがもつ性
質ではなく、，専門家においても観察されている（竹村 ）。
これらの非一貫性の原因に関して、焦点化の心理メカニズムが考えられる（竹村 ；藤
井・竹村 ）。このメカニズムは、人間は注意のあたった属性に焦点をあてて、判断や意思
決定をする傾向があるというものである。例えば，原子力の判断においても、原子力発電
の起こりうる被害に焦点があたると、原子力は恐ろしく、リスク認知も高まり、受容意識
は低下するが、原子力発電のベネフィットに焦点があたると、原子力の受容意識は高まる
と考えられる。焦点化メカニズムがあるということは、マスコミなどの議題設定のあり方
や、行政の広報のあり方が、安全問題やリスク問題に関する社会的意思決定や選好のあり
方に大きく影響することを示唆するものである。
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４．５．３．焦点化と信頼の形成
焦点化がなぜ生じるかというと、
社会環境は複雑であり、
不確実性に満ちているにもかかわらす、
それらの環境を把握する人間の情報処理能力に限界があるからである。したがって、感情が高まっ
ているような状況や都市社会のような環境刺激が複雑な状況では、情報処理容量は削減され、焦点
化がますます生じる可能性がある。
情報の公開化などによって行政の広報が精緻になったとしても、
焦点化が生じると、意図しないかたちで判断や意思決定がなされることがあるであろう。
人間は、限られた情報処理能力しかもたない中で、判断や意思決定をしなければならないが、近
隣の人間関係に頼った判断と意思決定をすることが多い。他者の判断や意思決定に頼ることは、社
会心理学では「同調現象」として知られているが、リスクの社会的増幅を強化したり、非合理的な
世論を醸成する基盤となっているものの、情報処理の節約になり、ある程度の妥当性のある判断や
意思決定がなされることになる。実際、進化心理学的な観点からの同調形成の適応論的意味が近年
明らかにされつつある（Kameda & Nakanishi57）。
そのような人間関係に頼った判断や意思決定の中でももっとも基本的な様式が、信頼できる相手
の言うことに焦点化をした意思決定をするというものである。信頼に基づく判断と意思決定は、リ
スク事象に関わる判断においても頻繁に観察される。すなわち、行政や企業が信頼できるとコミュ
ニケーション効果はでてくるだろうが、信頼できないと効果が期待できないのである。実際、ヨー
ロッパやアメリカでは 1970 年代の終わり以降、核廃棄物や焼却炉施設を設置する際にリスクコミ
ュニケーションプログラムが数多く実施されたが、効果がなく、伝えられるメッセージ内容を云々
する前にコミュニケーションする主体への信頼がなかったと考えられている（中谷内58）。近年の
リスク認知の研究動向としても、「リスクマネジメントのプロセスやマネジメントする機関に対す
る信頼が人々のリスク認知を規定し、関係者間の合意形成を左右する」という観点からの研究が盛
んになっている（中谷内59）。
Slovic

60は、リスクや安全の問題に関する信頼の形成は困難だが信頼の崩壊はたやすいというこ

とを指摘してこれを非対称原理と呼んでいる。その原因として、（1）信頼を崩す出来事は目立ち
やすく、その事象をレッテルづける決まった表現（虚偽の報告）があること、（2）信頼を崩す出
来事は、単に目立ちやすいだけでなく、重み付けられやすい、（3）悪い情報は一般性が高いとみ
なされやすい、（4）不信は自己強化的機能をもつということを指摘している。近年の原子力発電
所の事故、食品の汚染問題、自動車の欠陥事故、マンションの虚偽の構造計算による信頼の低下な
どは、非対称原理に従うと、容易に回復できないことが示唆される。

Kameda, T., & Nakanishi, D. Cost-benefit analysis of social/cultural learning in a non-stationary
uncertain environment: An evolutionary simulation and an experiment with human subjects. Evolution and
Human Behavior, 23(5),
58 中谷内一也 『環境リスク心理学』 ナカニシヤ出版，2003
59 同 脚注 61
60 同 脚注 52
57
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４．６．結論
企業組織や公共組織での意思決定においては、リスクの問題は避けて通れない。企業を取り巻く
情報セキュリティに関するリスク、地震、台風、津波などの自然災害などによるリスク、さらには、
発電所事故、犯罪、テロ、戦争と言うような様々なリスクに取り囲まれているが、本稿では、まず、
リスクの問題の特徴を論評し、現代社会におけるリスクを不確実性の問題から捉え、リスクを不確
実性下の意思決定論的認識枠組から検討した。次に、不確実性下の意思決定理論としてのプロスペ
クト理論を紹介し、リスクに関わる意思決定現象との関連を考察した。最後に、不確実性下におけ
る社会心理現象としてのリスクの社会的増幅とそれに関わる判断と意思決定現象を説明した。
本稿では、現代社会におけるリスクの問題を取り上げ、この問題は、確率論や期待効用理論に基
づく伝統的なリスク解析の立場だけでは十分に捉えることができないことを述べた。また、情報セ
キュリティーを含むセキュリティ対策などを考える上でも、
伝統的なリスク解析の立場だけでなく、
元来記述のために作られたプロスペクト理論に代表されるような非線形効用期待効用理論を援用し
ても規範的に支持できる可能性を指摘した。
このことは、
リスクに関する判断や意思決定の現象を、
単に、確率論や期待効用理論などの規範理論からのバイアスとして捉えていた従来の行動意思決定
論の研究に疑義をはさむことになることにつながるかもしれない。しかし、Gigerenzer

61による最

近の高速倹約ヒューリスティクスの研究や進化心理学の研究が示すようにヒューリスティックスが
生態学的に概ね妥当であるからといって、そのことからヒューリスティックスが規範的に支持でき
るとは、直ちには考えない。社会的意思決定の原理に照らしてどのような決定方式が規範的に支持
されるかの吟味が必要であると考える。そのような吟味ができるための情報を与えるような、今後
のリスクと意思決定の研究に期待したい。

61

Gigerenzer,G. Fast and Frugal heuristics: The tools of bounded rationality. In D.J.Koehler and
N.Harvey(Eds.), Blackwell handbook of judgment and decision. Malden,MA: Blackwell Publishing,
Pp.62-88,2004.
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５章

コーポレート・ガバナンスと日本企業
大杉謙一
中央大学法科大学院 教授

５．１．コーポレート・ガバナンスの意義と日本企業の特徴
企業の情報セキュリティの確保に当たっては、コーポレート・ガバナンスという視点での問題の
整理が有益である。もっとも、「コーポレート・ガバナンス」の語は論者によりかなり異なった意
味で用いられており、
その点をおざなりにしたままに議論を進めることは、
無用の誤解を生んだり、
議論を不必要に錯綜させるおそれがある。
そこで、まずコーポレート・ガバナンスの概念を整理し、日本企業のガバナンスの特徴を述べる
ことにしたい。

５．１．１．コーポレート・ガバナンスの概念
大まかにいうと、コーポレート・ガバナンスとは、上場会社やそれに準じる大企業を対象として、
①会社は誰の利益のために運営されるべきか、②会社はどのように運営されるべきか、についての
議論である。②はさらに、(i)経営者・ボード（役員会）による会社組織の掌握（内部統制）と、(ii)
経営者に対する監視・監督に細分化される。
そして、コーポレート・ガバナンスは、法令（会社法・証券規制）、ソフトロー（上場規則・行
動規範・監査指針等）、さらに実務慣行（社会規範・文化）というさまざまなレベルの規範によっ
て規律されている。
どの点を強調するかは論者によって大きく異なるものの、ほとんどの議論は以上の全体像の中に
位置するといってよいだろう。

５．１．２．簡単な国際比較
先の①については、アメリカ・イギリスでは会社は株主のものという見解が支配的であり、他方、
ドイツでは、会社は株主だけでなくその他の利害関係者（ステークホルダー）を含む全体のために
運営されるべきとの考えが強い。もっとも、両者の間には接近の動きもみられる。ここでは詳論し
ないが、イギリスにおける啓蒙的株主価値の概念の導入や、アメリカにおける社会的責任投資（SRI）、
ドイツにおける投資家への情報開示の拡充、株主訴訟の拡大のための法改正などは、株主主権モデ
ルとステークホルダーモデルの接近と見ることができよう。
他方、②については、アメリカ・イギリス・ドイツには共通の傾向がみられる。
これらの国においては、かつては(i)監査・内部統制の在り方は実務に委ねられ、法令による規律
はごくわずかであったが、次第に、ボード（役員会）の内部に監査委員会を置き、そこが内部統制
システムと連携するという仕組みが明文化され、実務に定着した。
また、(ii)ボードに社外者が加わり、そのようなボードで経営者が監督されるという仕組み（モニ
タリング・モデル）も確立した。ここでいう「監督」とは、個別の業務執行行為の是非をチェック
するという意味ではなく、経営者が業績目標を達成できたか否かをチェックし、その業績評価を中
期経営計画や経営者の報酬・人事に反映させるという意味である。なお、これらの国においては、
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監督の仕組みのうち法令に定められる部分はあまり大きくなく、行動規範や実務慣行に委ねられて
いる部分が大きい 1。
そして、欧米諸国においては(i)内部統制と(ii)監督は独立の要素ではなく、相補い合うものととら
えられているように思われる。すなわち、内部統制システムの活動から得られる情報や不正・損害
の端緒が監査委員会を通じて取締役会や指名委員会・報酬委員会にフィードバックされることを通
じて、経営者への監督が実効性を獲得する（(i)→(ii)）とともに、指名委員会の活動により独立性の
高い取締役が選任されることが、監査委員会の活動の実効性を高め、内部統制システムを強固なも
のにする（(ii)→(i)）という具合に。

５．１．３．日本企業の特徴
まず、①会社は誰のものかについては、わが国では法律（会社法）上は「会社は株主のもの」で
あるが、実態（社会規範）上は「経営者および正社員のもの」（会社共同体）という意識が今なお
強いと考えられる。たとえば、近時の実証研究で、日本企業の経営者は株主価値の最大化ではなく
ステークホルダー（株主を含む）が企業から受け取る有形・無形の利益の合計の最大化を目指して
行動していることを示すものがある 2。
次に、②会社はどのように運営されるべきか、については次のとおりである。コーポレート・ガ
バナンスの要となる制度として、わが国には古くから監査役制度があり、先の(i)と(ii)の両方の機能
を有している。(i)内部統制については、2005 年・2006 年の会社法・金商法により内部統制システ
ムが法制化された。また、監査役会が内部統制システムと連携するという仕組みもソフトローによ
り確立しつつある。以上の点は、アメリカ・イギリス・ドイツと共通する傾向である。
しかしながら、(ii)経営者監視のうち、監督に関しては日本企業のガバナンス改善の機運は大きな
ものではない。2002 年の商法改正により導入された委員会（等）設置会社制度は、利用社数が低迷
している。
上場会社の約半数が社外取締役を置いているが、
その多くは 1 人だけの選任にとどまる。
わが国では、監査役制度（監査役会には 2 人以上の社外監査役が必要である）の運用を通じて経営
者監視を強化しているとの見方もあるが、日本の取締役会は何よりも意思決定の場であり、経営者
の監督という機能を十分に果たしているとは言いがたい（経営トップが役員の人事・報酬を実質的
に決定している）。これは、外部者の会社共同体への侵入を最小限にとどめようとする社会規範が
作用しているためではないかと想像される。

５．２．コーポレート・ガバナンスと情報セキュリティの接点
次に、情報セキュリティの意義を確認し、それがコーポレート・ガバナンスとどのように関わる
のかを検討する。

５．２．１．係長セキュリティから社長セキュリティへ
企業において、情報は、利益を追求するために共有（拡散）されるべき場合があるとともに、法
令を遵守する必要性から、また利益機会の独占の目的で管理（隔離）されるべき場合がある。共有
されるべき情報の共有を進め、管理されるべき情報を管理することが、情報セキュリティである。
会社のある部署に管理すべき情報があるとき、その情報の管理責任者を定め、その者に管理に必
要な技能（ICT、法務等）を修得させる。これが情報セキュリティの必要最小限の形である（係長
セキュリティ）。しかし、大規模企業で情報セキュリティを適切に行うには、すなわち法令を遵守
1

2

以上について、大杉謙一「コーポレート・ガバナンスの収斂と、その背景」法律時報 84 巻 10 号〔通巻 1051 号〕
（2012 年）31 頁。
広田真一『株主主権を超えて：ステークホルダー型企業の理論と実証』（東洋経済新報社、2012）。
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し企業の利益追求のために最適な情報セキュリティを最小の費用で実現しようとすると、そのため
の組織を整備し、各部門の連携を確保する（横串を通す）ことが必要となる。これは現場の担当者
だけの問題ではなく、また担当役員だけに任せきりにできる問題でもない。組織の整備・連携確保
は、取締役会のレベルで取り組むべき課題であり、予算や担当者の人選に関わることを考えると、
経営トップが情報セキュリティに積極的に関与することが求められる（社長セキュリティ）。

５．２．２．内部統制システム
情報セキュリティは、会社法でいう内部統制システム3 の一部ととらえることができる。そのた
め、取締役・監査役は内部統制システムの一部としての情報セキュリティについても一定の職責を
負うことになる。

（１）内部統制システムの概念と情報セキュリティ
内部統制システム（リスク管理体制と呼ばれることもあるが、両者は通常、ほぼ同じ内容
を指す）を構築するとは、会社の業務執行が適正かつ効率的に行われることを確保する（不
適切な業務執行を完全に予防するのではなく、その確率を費用対効果の観点において合理
的な程度にまで引き下げる）ために、業務執行の手順を合理的に設定するとともに、不祥
事の兆候を早期に発見し是正できるように組織を組み立てることをいう。正確にいうと、
内部統制システムとは、単に違法・不当な業務執行を防止するためのものではなく、業務
執行の効率性を追求するものでもある4 。
内部統制システムは、本来は、特定の組織・部署を指す概念ではなく、全社的な（経営ト
ップから従業員の末端に至るまでの）仕組み・工夫をいう。言い換えると、このような仕
組み（体制）には、(a)業務執行部門内において構築されるもの（指揮系統において上位者
が下位者を監視する体制や他の部署が業務プロセスの一環として監視する体制等）と、(b)
業務執行部門から独立した組織として構築されるもの（内部監査部門等）とがある。もっ
とも、内部統制システムという言葉が、社内でそれを主として担当する部局（上記の(b)）
を指して用いられることもある。
大会社では、内部統制システムの整備の基本方針を取締役会で決定しなければならない（会
社法 362 条 5 項）。具体的には、次の事項について、取締役会で決議を行うことが求めら
れる（会社法施行規則 100 条 1 項、3 項）。(1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び
管理に関する体制、(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制、(3) 取締役の職務の
執行が効率的に行われることを確保するための体制、(4) 使用人の職務の執行が法令及び定
款に適合することを確保するための体制、(5) 当該株式会社並びにその親会社及び子会社か
ら成る企業集団における業務の適正を確保するための体制、(6) 監査役がその職務を補助す
べき使用人〔従業員〕を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使
3

内部統制システムについては、佐藤丈文「会社法の内部統制システムと実務上の課題」岩原紳作ほか編『会社法施
行 5 年 理論と実務の現状と課題（ジュリスト増刊）』（有斐閣、2011）46 頁を参照。
4 内部統制システムは、損失・不正の防止という受動的な役割にとどまるものではなく、能動的なツール、すなわち、
取締役会がその意向を現場に伝え、社内の状況を取締役会レベルで把握し、それを基に取締役会が経営の基本方針
を微修正するという過程（プロセス）にまで亘るものであることが理想である。監査役会と内部監査部・外部監査
人（監査法人）の連携は、内部統制システムを機能させるための必要条件ではあるが、十分条件ではない。
欧米企業のガバナンス改善の指導経験に基づいて執筆されたマルティン・ヒルブ（公益社団法人会社役員育成機構
監訳）『戦略経営マニュアル』（レクシスネクシスジャパン、2012 年）の特に 164 頁以下が、監査委員会が中心
となった内部統制システムの構築と、その運用結果を取締役会にフィードバックしていく具体的手法を提案してい
る。
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用人の取締役からの独立性に関する事項、取締役及び使用人が監査役に報告をするための
体制その他の監査役への報告に関する体制、その他監査役の監査が実効的に行われること
を確保するための体制。この(1)から(6)はチェックリストであるから、この通りに決議する
必要は必ずしもなく、取締役会の決議内容が全体としてこれらの項目を扱っていれば問題
はないが、このリストを見ると、情報セキュリティに関わる項目が少なくないことが明ら
かである。

（２）内部統制システムと取締役
取締役は、取締役会の構成員として、内部統制システムの整備の基本方針を決定する取締
役会の決議（会社法 362 条 5 項。同条 4 項 6 号）に参加するとともに、担当取締役はその
構築の義務を負い、さらに他の取締役も担当取締役が構築義務を果たしているか否かを監
視する義務を負う。そして、内部統制システムは、いちど構築されれば終わりではなく、
その後も適切に運営される必要があり、取締役は、その点を検証するとともに、その後の
会社を取り巻く環境等の変化に照らして不十分な点があればシステムを改善しなければな
らない。従って、構築された内部統制システムをいわゆる PDCA サイクルとして継続的に
運用していくことも担当取締役の義務であり、他の取締役はこれを監視する義務を負う。
内部統制システムは、個々の会社の規模、特性等に応じたものであり、その構築に当たっ
ては、まず業務に関係する様々なリスクの発生可能性と影響度を評価したうえで、重要性
の高いリスクについてそれぞれのリスクに応じた対応手法を選択し、具体的な体制の選択
肢の中から最適なものを決定することになる。この決定は、会社の経営資源の配分にかか
る判断を伴い、また会社の具体的な状況に基づく総合的な判断であることから、経営の専
門家である取締役に広い裁量が認められる。

（３）内部統制システムと監査役
内部統制システムに関する取締役会決議の内容の概要は、事業報告で開示され（会社法 435
条 2 項、会社法施行規則 118 条 2 号）、監査役はその内容の相当性を監査し、相当でない
と認めるときはその旨及びその理由を監査報告に記載しなければならない（会社法施行規
則 129 条 1 項 5 号）。監査にあたっては、日本監査役協会「監査役監査基準」「内部統制
システムに係る監査の実施基準」5 が準拠されるべきである。
監査役監査のための体制（補助スタッフなど）も内部統制システムの一部を構成する（２．
２．１の(6)）。その整備は取締役の職務である。監査役は、適切な職務遂行のため、情報
収集と監査環境の整備に努めなければならず、この点について、取締役（会）は、監査役
の職務執行に必要な体制の整備に留意しなければならない（会社法施行規則 105 条 2 項柱
書き）。
内部統制システムは、監査役の監査の対象となるとともに、監査役は、監査に必要な情報
を得るために適宜、内部監査部門・内部統制部門と連携すること（定期的に意見・情報交
換のための会合を持つなど）が求められる。また、監査役が監査に必要な情報を得るため
には、会計監査人（監査法人）との連携も重要である。

5

http://www.kansa.or.jp/news/briefing/post-9.html
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ごく大まかにいうと、取締役・取締役会による内部統制システムの整備、内部監査部門・
内部統制部門の活動、監査役による監査、会計監査人による監査は、お互いに協力して効
率的になされることが期待されるとともに、相互の牽制を果たすべきである。

５．３．まとめ － ガバナンスと情報セキュリティの統合
共有されるべき情報の共有を進め、
管理されるべき情報を管理するという情報セキュリティ
（５．
２．１．）は、内部統制システムの不可欠の構成要素であり（５．２．２．（１））、取締役・取
締役会がその構築・運営について責任を負うとともに（５．２．２．（２））（５．２．１．）、
監査役の監査の対象となり、
また 監査役の監査に必要となる情報のソースとしても機能する
（５．
２．２．（３））。
内部統制システムは、コーポレート・ガバナンスの概念（５．１．１．）における②の要素（会
社はどのように運営されるべきか）の、(i)経営者・取締役会による会社組織の掌握、の部分に対応
する。情報セキュリティの議論には技術的なものも少なくないが、組織論の文脈では、情報セキュ
リティの技術的細目は、主として内部統制システムに係るコーポレート・ガバナンスの仕組みの中
で確保され、実現されていくことになる。
もっとも、情報セキュリティには、これにとどまらない側面もある。第１に、内部統制システム
は単に違法・不当な業務執行を防止するためのもの（受動的側面）ではなく、業務執行の効率性を
追求するもの（能動的側面）でもあり（５．２．２．（１））、内部監査部門・内部統制部門が把
握した現場の情報管理状況は、企業の利益の増進のためにも活用されるべきである（注 4 参照）。
そのためのフィードバックの仕組みも含めて、情報セキュリティの仕組みが構築されることが望ま
しい。
第２に、ガバナンスの②の要素は、(i)経営者・取締役会による会社組織の掌握（内部統制）と、
(ii)経営者に対する規律（監督）からなるが、両者は独立した問題ではなく相補い合うものである（５．
１．２．の末尾の部分を参照）。少なくとも情報産業に属する企業にとっては、情報セキュリティ
は経営戦略（あるいは企業のビジネス・モデル）と密接に結びついているはずである。
たしかに、日本企業の現状を見る限り、独立取締役を多数選任し、経営者の監督に当たらせるこ
とは現実的ではないかもしれない（５．１．３．参照）。しかし、上記の第１、第２の側面に照ら
すと、情報産業に属する企業においては、情報セキュリティを構成要素とする内部統制システムの
構築に当たって、そこで得られた利益機会に関する情報を活用できる仕組み、および経営戦略への
フィードバックの仕組みをビルト・インすることが強く推奨される（ガバナンスに統合された情報
セキュリティ）。そのためには、社外取締役の選任という形式は必須条件ではないものの、全社の
オペレーションを情報セキュリティの観点から客観的に観察・把握できる人材（および、そのよう
な人材に客観的に任務に当たらせるための体制）が必要であるといえる。そのような客観性・専門
性を持った人材（および体制）を確保する上では、人材の社内育成にこだわること、伝統的な職位
による処遇は、いずれも得策でない場合があるのではないだろうか。
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６章

資本市場規制における内部通報制度の意義と課題
‑情報セキュリティにおけるガバナンス制度の視点から‑
柿崎

環

横浜国立大学大学院 国際社会科学研究科 教授

６．１．はじめに
リーマン・ショック以降、様々な角度から新しい市場型システミック・リスクに対応するためグ
ローバルな資本市場規制が議論されている。たとえば、システミック・リスク・ファンドの創設に
よるセーフティネットの整備、自己資本比率規制・金融機関のガバナンスシステムの見直しによる
リスク・マネジメントの強化といった手段が講じられているが、市場の複雑性・変動性がますます
増大するなか、情報の非対称性が拡大し、市場に対するリスク情報の提供そのものが困難になって
いるという指摘さえある。それゆえ、現在においても、市場型システミック・リスクに効果的に対
処できる規制や政策の方向性は手探りの状況が続いているといってよい。しかし、こうした市場型
システミック・リスクの問題は、金融機関を対象とした金融システムの安定のみを射程として捉え
るのではなく、今後は、広く資本市場に参加するすべてのプレーヤーの問題、とりわけ上場企業の
市場に対する情報開示の在り方についても合わせて検討していく必要があるように思われる。翻っ
て考えてみると、もともと資本市場規制の本質的な使命とは、資本市場の公正な価格形成メカニズ
ム機能の確保にある。多数の投資家が取引客体について真実価値を把握し、その真実価値に基づく
それぞれの多様な投資判断の集積によって、資本市場では公正な価格形成が図られる。そのために
は、第一に、情報の発信源である企業から「正しい情報」が確実に資本市場に提供されることが必
要である。ここでは、開示情報の完全性、比較可能性、適時性が重要な要素となってくる。そうし
た情報開示を実現するための上場企業のガバナンス・内部統制のあり方が問われてくる。第二に、
その「正しい情報」を歪曲する行為の排除と予防を図るための一定の規制が必要となる。とりわけ、
情報の伝搬性が高まり、市場の変動性が急速に増大する昨今においては、上場企業が不実情報を発
信する場合、資本市場に与えられる歪みを事後的に除去することが困難になってくる。それゆえ、
情報発信する前の段階において、不実情報をもたらす原因となる不正の早期発見・早期是正への対
応こそが、重要になってくる。こうした視点から、本報告では、上場企業のリスク・マネジメント
を支える内部統制に貢献する制度として内部通報制度の意義について資本市場的な側面から検討を
加える1。とくに、資本市場規制として 2010 年の米国 Dodd＆Frank 法に導入された内部告発者報
奨金制度に焦点をあて、その他の米国の法執行の運用との関連を踏まえながら、市場規制において
それらがどのように有機的に機能しているのかを考察し、我が国における公益通報者保護法との比
較検討を行いつつ、その課題を探ってみたい。

６．１．１．Dodd＆Frank 法における内部告発者報奨金プログラム
2010 年に金融規制改革法（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act；以
下 Dodd＆Frank 法とする）の制定により、資本市場における SEC の法執行機能の向上を目的とし
て、内部告発者報奨金プログラム制度（Whistleblower Bounties Program）が導入された。同制度
は、内部告発者から自発的に提供された連邦証券諸法違反に関する独自の情報を契機として、結果
1

なお、Dodd＆Frank 法における内部告発者報奨金プログラムの内容についての詳細は、拙稿「Dodd＆Frank 法に
おける内部告発者報奨金プログラムとその資本市場規制的意義」証券経済研究 76 号（2011 年 12 月）を参照。
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として、
企業に 100 万ドル以上の制裁金
（Monetary Sanctions）
を課す法執行がなされた場合には、
徴収された制裁金のうち 10％から 30％の範囲で、当該内部告発者に対して報奨金を与えるもので
ある（Dodd＆Frank 法 922 条等）。具体的な報償金額の決定方法は、内部告発者が提供した情報
の重要度、当該法執行における内部告発者の情報提供の寄与度、および報償金を付与することで証
券諸法違反の抑止効をもたらす制度上の影響力などを勘案して、SEC が総合的に判断する。また、
同法では、内部告発者保護規制の強化も図る一方で、SEC の法執行部門内に、新たに市場情報局
（Office of Market Intelligence）を設置して、内部通報受理体制を整備・強化し、企業の従業員等
が不正を発見した場合には、迅速に内部通報がなされるよう規制の整備を図っている。
しかしながら、同制度に対しては、実務界から強い批判があり、従業員が報奨金目当てに社内コ
ンプライアンス部門ではなく最初から SEC に駆け込んでしまい、企業のコンプライアンス経営が
後退するのではないかという点が指摘されている。そこで、同制度について SEC の規則提案時点
に、実務界からは、まずは社内コンプライアンス部門に最初に相談するよう義務付ける（社内報告
前置主義）などの修正が求められたが、企業不正についてのタイムリーな情報が SEC にもたらさ
れなくなるなどの理由から、最終的に規則には反映されなかった。ただし、社内への通報を優先し
た告発者を、報奨金付与に当たって考慮する事由のなかで優遇する措置を導入し、また、自浄能力
のない企業と判断された場合を除き、通報者には優先的に社内に報告することを推奨し、それから
120 日以内に SEC に通報すれば報奨金受領者としての適格性を維持する仕組みを導入した。

６．２．その他の米国エンフォースメント制度との連携
６．２．１．連邦量刑ガイドライン（United States Organizational
Guidelines）との関係

Sentencing

以上のような内部告発者報奨金プログラムは、実際にはどのように機能するのだろうか。米国の
モザイク的な法制度の特徴に鑑みれば、他の既存の法制度との連携がどのように図られるのかを考
察しなければ、その本来的な意義はみえてこない。そこで、まず 1991 年に導入された米国の連邦
量刑ガイドラインとの関係を検討する。この制度は、米国の企業犯罪に対して高額の罰金刑を定め
る一方で、裁判所がその量刑を判断するにあたり、一定レベルのコンプライアンス・プログラムを
備えていた企業には、量刑上の軽減を認めるガイドラインを示したものである。同制度は、2004
年に SOX 法制定を受けて大幅な改定を実施しているが、2010 年 11 月にも興味深い改正がなされ
た。具体的には、単に予防的なコンプライアンス体制の整備ではなく、自主的な調査に基づき企業
が自ら不正を発見し、
これを最初に規制当局に報告した場合に、
量刑減軽の考慮事由とされている。
また、従来は、上級役員が違法行為に関与した場合には、企業の量刑減軽は認められていなかった
が、以下の要件を満たす場合には、それが可能となった。その要件とは、①コンプライアンス・倫
理プログラムの運用責任担当者は、会社の統治機関（取締役会）または適切な下位の組織（たとえ
ば監査委員会）に対する直接の報告義務を課されていること、②コンプライアンス・プログラムが、
違法行為を社外の者よりも前に、または合理的な期間で発見しうるものであること、③会社は、適
切な規制機関に対して直ちに違法行為を報告したこと、④コンプライアンス・倫理プログラム担当
者に、不正への関与、黙認、意図的な無視がなかったこと、以上である。即ち、この改正では、違
反企業の量刑判断において考慮される企業内コンプライアンス体制の焦点が、「違法行為の予防・
防止」から「違法行為の早期発見、報告、是正プロセスの強化」へ移行している点がみてとれる。
これにより、企業内の情報ラインの透明化、不正発見時の企業の迅速な対応と改善を要求した、よ
り実効性の高いガイドラインがもたらされることとなった。
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６．２．２．訴追延期合意（Deferred Prosecution Agreement）との関係
次に、近年、米国の企業犯罪において頻繁に活用されている訴追上の運用として、訴追延期合意
がある。これは、訴追対象となった企業と米国司法省との間で合意した項目を一定期間（通常は 2
～3 年）遵守すれば、訴追を見送るという、米国刑事手続上の運用であり、いわば一種の司法取引
として把握される。この合意の前提条件として、関連する捜査への継続的な協力義務が課され、一
定レベルのコンプライアンス・プログラムの導入、さらに独立監視員（Independent Corporate
Monitor）を受け入れるか、あるいは自己監査・自己報告制度を採用することが求められている。
とくに最近の訴追延期合意の条件において、独立監視員の常駐を嫌う企業が、上述した連邦量刑ガ
イドラインの基準に合致したレベルの高い社内コンプライアンス・プログラムを導入することで、
これを回避する行動がみられ、両制度は連動して作用することで、企業内コンプライアンスの機能
が高められることが期待されている。
さらに、2010 年から司法省のみならず、SEC においても、その法執行の手段として訴追延期合
意を採用することとなった。その結果、訴追延期合意の手法は、民事・刑事をとわず、米国の企業
不祥事をめぐる訴追プロセスで用いられることとなり、企業は過酷な訴訟リスクに備えて、社内コ
ンプライアンス体制の見直しが迫られている。

６．２．３．3 つの制度の有機的連動
以上の３つの制度（内部告発者報奨金プログラム、連邦量刑ガイドライン、訴追延期合意の運用）
において、企業内のコンプライアンス体制の強化に係る誘導的な規定に焦点をあててみると、第一
に、内部告発者報奨金プログラムにおいては、社内通報を優先した内部告発者に、報奨金付与適格
を認める 120 日の猶予期間を設けており、第二に、連邦量刑ガイドラインでは、自主的な調査に基
づき企業が自ら不正を発見し、これを最初に規制当局に報告した場合には、量刑減軽の考慮事由と
している。第三に、訴追延期合意の運用にあたっては、量刑ガイドライン基準を充たしたコンプラ
イアンス体制を整備することが、訴追延期合意の前提条件となりつつある。これらの３つの制度を
有機的に連動させると、120 日以内に、企業内の不正発見時の調査・分析・是正・報告等を含む迅
速な対応を可能とするコンプライアンス体制が整備されていなければ、量刑ガイドラインによる量
刑減軽の対象とはならない可能性が生ずる。また、当該企業が自浄能力に欠けると従業員が合理的
に判断した場合には、社内通報を省いて SEC に直接通報されてしまうという圧力も加わることに
なる。その結果、社内のコンプライアンス部門に内部通報があった場合には、内部告発者報奨金プ
ログラムが規定する 120 日の猶予期間内に、企業が自主的に調査・分析・報告・是正等を実施する
ことが可能なコンプライアンス体制の見直しを行うように誘導する、SEC の戦略的な政策の全体像
がみえてくる。

６．３．日本の公益通報者保護法との比較
６．３．１．公益通報者保護法制定の経緯
ここで、日本における内部通報制度との比較を試みたい。我が国では、平成 18 年に公益通報者
保護法が制定された。この法律は、一定の保護要件を満たす公益通報を行った労働者に対して、公
益通報を理由とする解雇を無効とするとともに、その他の不利益な取り扱いの一切を禁じる法律で
ある。平成 18 年以前には、たとえ公益性の高い情報であっても使用者の意に沿わない内部告発を
した者は、解雇その他の不利益を受けるなど深刻な社会問題となっていた。もっとも、こうした不
当解雇に対しては、これまでも労働法上の解雇権濫用の法理によって裁判による保護が模索されて
きたが、どのような通報が行われた場合に、通報者が保護されるのか明らかでなく、通報者の立場
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はきわめて不安定なままであった2。そこで、保護される通報の範囲を明確にし、通報者の予測可能
性を高めることで通報者を保護することを目的に本法律が制定された。

６．４．公益通報者保護法の内容
６．４．１．公益通報とは
具体的に公益通報者保護法の概要をみていくと、第１に、本法律で保護される「公益通報」とは、
「労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先又はその役員、従業員等について、一定の法令違
反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、以下のいずれかの機関に、所定の要件を満た
して通報すること」を指す。ここで通報対象となる法令は、個人の生命または身体の保護、消費者
の利益の保護、環境の保全、公正な競争の確保、それ以外の国民の生命、身体、財産、その他の利
益の保護に関わる法律であり、全ての法令違反を対象としているわけではない。

６．４．２．通報先によって異なる保護要件
次に、通報者がこの法律により保護を受けるためには、通報先に応じて厳しくなる保護要件を満
たさなければならない（公益通報者保護法３条）。即ち、第１に、事業内部（事業者が設置又は指
定した通報窓口）へ通報する場合には①「金品を要求したり、他人をおとしめるなど不正の目的で
ないこと」という要件が満たされていれば足りる。第２に、行政機関（通報内容について命令、勧
告等の法的権限を有する行政機関）に通報する場合には、①の要件に加えて、②「通報内容が真実
であると信じる理由の相当性」が必要となる。第３に、事業者外部（報道機関や消費者団体など被
害の発生や拡大防止のために必要と認められる者）
に通報する場合には、
①及び②の要件に加えて、
以下の５つの要件のいずれかを満たすことが求められる。即ち、③－１、事業者内部や行政機関に
通報すると不利益な取り扱いを受けるおそれがある場合、③－２、事業者内部への通報では証拠隠
滅などのおそれがある場合、③－３、事業者から事業者内部又は行政機関に通報しないよう正当理
由なく要求された場合、③－４、書面により事業者内部へ通報しても 20 日以内に調査を行う旨の
通知がない場合または正当な理由なく調査を行わない場合、③－５、人の生命・身体への危害が発
生する急迫した危険がある場合、である。以上のように、第１の事業内部から、行政機関、マスコ
ミなどの事業外部へと通報先を変更すると、保護のために必要な要件が次第に厳格になっている。
これにより、まずは事業内部への通報を促し、事業内部において問題の早期発見、解決を行う自浄
作用の体制を整備させ、それでも事業内部への通報が困難または期待できず、通報内容の重要性か
らみて行政機関や事業外部への通報もやむをえないと考えられる一定の場合には、必要な要件を加
重することで保護の対象とされる。こうした規制については「公益通報者保護法」ではなく、「通
報企業保護法」であるとの批判もあるが、企業の不祥事等が、その真偽につき社内調査もないまま
外部へ通報された場合、今日の情報化社会において、報道被害など風評リスクからもたらされる企
業の損害は計り知れない3。したがって、こうした企業の利益と通報者の利益の調和を図る必要から
段階的な要件規制が導入されたのである。

６．４．３．公益通報に対して与えられる保護とその後の対応
公益通報がなされた場合に、公益通報者が受けられる保護内容とは、第１に解雇の無効（公益通
報者保護法 3 条）、第 2 に、解雇以外の不利益取り扱いの禁止（同法 5 条）、第 3 に労務者派遣契
約の解除の無効等（同法 4 条）である。但し、本法律の要件を満たさない公益通報の場合であって
2
3

田口和幸・丸尾拓養・原田崇史・加藤寛史 編著『公益通報者保護法と企業法務』民事法研究会（2006 年）参照。
浜口厚子「内部告発と公益通報者保護法」月刊監査研究第 34 巻 5 号（2008 年）11 頁～18 頁参照。
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も、解雇に合理性や相当性が認められない場合には、労働基準法 18 条の２の解雇権濫用法理に基
づく保護が認められる場合がある。
通報を受けた機関は、以下の対応をとらなければならない。第１に、事業者内部に通報された場
合、書面により公益通報を受けた事業者は、通報に係る是正措置等について、公益通報者に通知す
るよう努めなければならないこと（公益通報者保護法 9 条）、第 2 に、行政機関に通報があった場
合には、①公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置をとらなければならない（同法
10 条）、②公益通報が、誤って処分等の権限のない行政機関になされた場合には、その行政機関は、
正しい行政機関を公益通報者に教示しなければならない。（同法 11 条）

６．５．米国と日本の内部通報者保護規制の違い
以上、我が国における公益通報者保護法の概要をみてきたが、次に内部告発者の保護について米
国との比較検討を試みたい。米国では、前述した Dodd＆Frank 法が制定される以前から、公的部
門を対象とする「内部告発者保護法（Whistleblower Protection Act of 1989）」のほか、内部告発
が発端となったエンロン事件を制定の契機とする 2002 年企業改革法（Public Company
Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002；以下 SOX 法とする）にも内部告発者保
護規定（806 条等）が盛り込まれていた。ここでは証券規制としての位置づけられている SOX 法
及び Dodd＆Frank 法の内部告発者保護規制について、日本法との違いを概観したい。
第一に、米国の SOX 法では、禁止される報復行為の範囲が、日本の場合よりも広範でかつ実質
的に判断される。具体的には、内部告発を理由とする解雇、降格、停職、脅迫、いやがらせ、その
他の一切の差別的行為が対象となり、また、報復的行為を行う主体についても、日本の場合は、「使
用者」に限定されているのに対して、米国では、企業の役員、内部告発者の同僚たる従業員もその
対象とされている。さらに、米国では、報復的行為に対する刑事罰（罰金もしくは 10 年以下の禁
固刑）がある点も日本とは異なり、内部通報者の保護をより実効性の高いものとしている。
第二に、
従業員に対する報復行為の救済内容については、
米国の制度の方が極めて具体的である。
たとえば、SOX 法では、①差別的取扱がなければ就けたであろう地位への復帰を含む完全な復職、
②利息付未払賃金の支給、③訴訟費用、弁護士費用を含む特別損害に対する賠償金が含まれる。さ
らに Dodd＆Frank 法によって報復措置違反に対する民事訴権の追加、利息付未払賃金の２倍支給
が加えられた。そして第三に、一定の内部告発者に対する報奨金を定めた Dodd＆Frank 法による
内部告発者報奨金プログラム制度の導入も特筆に値する。この制度では弁護士を通じた匿名による
告発も認められている。
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６．６．日本の公益通報者保護法の課題
６．６．１．制度の目的・あり方
最後に、米国との違いを踏まえつつ、我が国の内部通報制度の課題を検討してみたい4。まず、そ
もそも、制度の目的やあり方についてであるが、公益通報者保護法の制定当時の議論では、同法は
２つの理念の妥協の産物として立法化された経緯があるという。即ち、一方で企業の自浄能力の向
上を図るリスク管理の一環として位置づける見方と、消費者保護を図る目的としての見方である5。
しかし、
同法の目的の捉え方如何によって規定の解釈も当然異なるだろう。
もともと同法の制定は、
平成 14 年 6 月から内閣府の国民生活審議会消費者政策部会が「21 世紀にふさわしい消費者政策の
グランドデザインの提示」を目的として平成 15 年 5 月に公表した「21 世紀型の消費者政策の在り
方について」報告書（以下、「21 世紀消費者政策報告書」とする）を契機とする。同報告書によれ
ば、今後の消費者政策とは、消費者と事業者が市場において自由で公正な取引を行うためのルール
（市場ルール）を整備し、市場メカニズムを活用する政策手法にシフトする必要性があるとの立場
から、公益通報者保護法の役割については、「このような通報者保護に関する制度的なルールの明
確化は、事業者のコンプライアンス経営や消費者への情報提供を通じ、消費者被害の未然防止・拡
大防止等に資するほか、法令違反に対する行政の監視機能を補完する仕組みとしても効果を発揮す
ることが期待される」とある（21 世紀消費者政策報告書 48 頁）。したがって、同法の最終的な目
的は、市場メカニズムを活用したうえでの消費者被害の未然防止・拡大防止という公益保護にこそ
あり、その手段として事業者のコンプライアンス経営の向上が位置づけられ、それが行政の監視機
構を補完する仕組みとしても捉えられている。

６．６．２．通報者の範囲と通報事実
我が国の公益通報者保護法を労働者保護の法ととらえれば、通報者保護の範囲を労働者以外に広
げる必要はないとの見方もありえよう。しかし、上述した消費者被害の未然防止・拡大防止の目的
のためには、判例法理を除いて労働者以外の通報者を保護する一般法がない我が国の現状にあって
は、公益通報者保護法がその役割を担わざるを得ない。
とくに企業内部へ通報する場合、
企業の自浄作用の向上を図ることが同法の目的に貢献する以上、
たとえ誰であれ当該企業の不正に関わる情報をもつ者からいち早く情報を入手し対処する体制の整
備こそが重要である。それゆえ、役員、退職者、取引先事業者なども企業内での不正を知りうる立
場にあり、厳密には「労働者」に当たらなくとも保護対象から除くべきではない。さらに通報対象
事実は「まさに」生じる切迫した状況であることを保護要件としているが、不正はできるだけ早い
段階で芽を摘む仕組みがあって、企業のコンプライアンス機能が確保されるのであるから、違法が
生じる切迫した状況まで待たなければ通報者として保護されないのでは本末転倒である。前述した
2010 年米国 Dodd＆Frank 法の実施規則では、通報対象は「possible violation」で足りると規定し
て、通報時点で合理的な理由に基づき通報事実が真実であると確信した通報者に対しては、内部通
報による不利益処分禁止の保護対象とされている点は示唆に富むものである。

4

5

詳細については、拙稿「公益通報者保護法の見直しに向けて―資本市場規制からのアプローチ」法律時報 83 巻 12
号（2011 年 11 月）を参照。
島田陽一「これからの企業統治とリスク管理－公益通報者保護法を中心に―」労働法学研究会報・第 2505 号 73
頁。
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６．６．３．外部報告の要件と範囲
我が国の公益通報者保護法によれば、通報者が法的保護を受けるためには、選択する通報先の外
部性が高まるにつれ、それに応じて相対的に厳格化された保護要件を満たさなければならない。こ
れは、従業員の軽率な外部への通報により企業の風評被害を避けるため、外部通報には一定の加重
された通報要件を課すことでコンプライアンス経営自体を保護しようという立てつけである。しか
し、他方、企業の不正リスクが顕在化し、それにより事後には回復が困難な国民の利益が危険にさ
らされる場合もある。したがって、企業のコンプライアンス機能が従前に発揮されることが期待で
きない場面では、内部告発者による外部通報の道を残すことで、そのリスクの顕在化を食い止める
必要がある。そのため「企業のコンプライアンス機能が期待できない要件」をあまりに厳格に解す
ることは、消費者被害の未然防止・拡大防止の目的を実現しえなくなる恐れがあることには留意す
べきである。

６．６．４．通報機関と報復行為の救済法理
我が国の公益通報者保護法は、通報対象が広範な法律にまたがるために、通報受入れ先の行政機
関も多様であることから、通報者が、処分権限のある通報機関を適切に選択できるとは限らない。
現行法では、
処分権限のない機関への通報は、
権限ある機関への伝達が義務付けられているものの、
その伝達が適時になされなければ、消費者被害の未然防止・拡大防止には繋がるものではない。本
来であれば、行政機関の通報窓口は、消費者庁が認証する「第三者機関」を置くなどして統一化さ
れることが望ましい。また、内部の通報の場合、通報後 20 日以内に内部で調査を行う旨の通知が
あれば、たとえ不十分な調査しか行われていない場合であっても、内部告発者は、外部通報の道を
閉ざされてしまう可能性がある。内部通報を優先させることで企業の自浄作用を高め、コンプライ
アンス経営の向上を図るためには、内部通報後の報復的不利益処分の禁止を実質的に確保する仕組
みが何より重要であるが、比較法的にみても、その内容は到底十分とはいえない。救済法理の充実
という点では、正当な通報については、民事・刑事の免責条項を明記することも、安心して内部告
発を行ってもらうためには不可欠の配慮であろう。さらに現行法に報復行為に対する刑事罰はない
点も問題である。この点、不利益処分禁止の範囲が実質的に広がると構成要件が曖昧になり罪刑法
定主義の観点から懸念を示す意見もあるが、我が国には「開かれた」構成要件でありながら刑事罰
を備える独禁法規定の例もある。課徴金で対処するのであれば、単に利益の吐き出しではなく、少
なくとも３倍賠償などの制裁金的要素を加えなければ報復行為の抑止力には繋がらない。いずれに
せよ、
正当な内部通報に対する報復行為は厳罰に値するという法的メッセージが発信されなければ、
「裏切り者は村八分」の如き日本的企業風土を変革することは困難であろう。
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６．７．まとめにかえて
我が国の公益通報者保護法は、網羅される通報対象の法令は極めて広範であり、米国の Dodd＆
Frank 法のように証券関係法違反のみを対象とするものではない。しかし、日本でも証券関係法違
反の通報者の保護は、公益通報者保護法をベースとしている以上、少なくとも、資本市場規制にと
って実効性のある内部告発者保護規定でなければならない。前述の「21 世紀消費者政策報告書」が
示すように、今後の消費者政策は、市場メカニズム活用したものでなければならず、その最たるも
のが資本市場であることは論を待たない。
IT 社会と同時並行で進化するグローバル資本市場での情報は、タイムレス・コストレスで不特定
多数へ伝達される。一企業の不正リスクが顕在化し、隠蔽された情報が暴かれたときに資本市場の
機能に与える影響の甚大さを考えると、米国では内部告発者に報奨金制度を設けてでも企業内の不
正の芽を早期に把握し、行政機関たる SEC が迅速に対応しようとした事態の切実さが伝わってく
る。即ち、開示される企業情報の適時性・真実性を事前規制の段階で確保することが、資本市場規
制に期待された今後の重要な役割であり、資本市場に不実情報が開示される前に、できる限り早期
に企業内部の問題発見と是正を可能とするべく、米国では Dodd & Frank 法の内部告発者報奨金プ
ログラムによって、末端あるいは現場の従業員からの迅速な情報提供にインセンティブを与えたも
のと評価することができる。
もっとも、
実際に内部告発者が期待されたほど現れなかったとしても、
前述した他のエンフォースメント規制との連動により、企業は、内部告発者が先に SEC に通報す
ることを回避するべく、不正の早期発見、分析、是正についてタイムリーに対応可能なコンプライ
アンス体制の整備の見直しを余儀なくされており、そうした自浄能力を発揮できない企業を資本市
場から淘汰する契機を与えたことこそが、今回の内部告発者報奨金プログラム規制を米国資本市場
規制に導入したことの最大の意義といえる。
今後、グローバル化した資本市場の公正な価格形成機能の確保のためには、そこに参加するいか
なる国の上場企業も、内部告発者保護規程を含むコンプライアンス体制を有効に整備することで行
政機関の監視機能を補完し、他方で、行政機関の迅速な対応の確保も同時に厳しく問われるものと
なろう。まして事後には回復が困難な生命・身体に関する消費者利益の保護をも射程にいれた日本
の公益通報者保護法においては、資本市場規制以上の重みをもって、企業不正が顕在化して手遅れ
となる前に内部告発の情報をできる限り早期に掬い挙げることのできるように制度設計を見直す必
要があるものと考える。
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付録 1 「日本的経営と情報セキュリティ」研究会開催概要
１． 開催日程と内容
回 年月日
１

2012 年 5 月 21 日

２
3
4

2012 年 6 月 11 日
2012 年 7 月 2 日
2012 年 7 月 17 日

5

2012 年 8 月 7 日

6

2012 年 11 月 7 日

7

2012 年 12 月 27 日

8

メール審議

内容
・研究会趣旨説明（林座長）
・委員発表（淺井委員）
・委員発表（林幹人委員、北野委員、竹村和久委員）
・委員発表（大杉委員）
・講演「日本の経済システム改革」雇用と企業組織
慶応義塾大学 教授 鶴光太郎先生
・委員発表（加賀谷委員）
・委員発表（柿崎委員）
・調査計画に対しての検討（北野、竹村敏彦）
・中間報告（笹岡オブザーバ）
・講演「リスク、不確実性、そして想定外」
リスク管理はなぜ失敗するのか。
（独）経済産業研究所 上席研究員 植村修一先生
・調査の中間報告（北野委員、竹村(敏)オブザーバ、小松）
・報告書案の検討
・調査分析報告（北野委員、竹村(敏)オブザーバ）
・最終報告書案の承認
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２． 委員名簿
林 紘一郎

情報セキュリティ大学院大学 教授

淺井 達雄

長岡技術科学大学 名誉教授

大杉 謙一

中央大学 法科大学院 教授

加賀谷 哲之

一橋大学 商学研究科 准教授

柿崎 環

横浜国立大学 大学院 国際社会科学研究科 准教授

北野 晴人

日本オラクル テクノロジー製品事業統括本部担当ディレクター

竹村 和久

早稲田大学文学学術院 教授、早稲田大学意思決定研究所所長

林

桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 准教授

幹人

オブザーバー
藤江 一正
仲田 雄作
笹岡 賢二郎
竹村 敏彦

（独）情報処理推進機構 理事長
（独）情報処理推進機構 理事
（独）情報処理推進機構 セキュリティセンター センター長
関西大学 ソシオネットワーク戦略研究機構
（独）情報処理推進機構 セキュリティセンター専門委員

事務局
生貝 直人
小松 文子

情報・システム研究機構/慶応義塾大学
（独）情報処理推進機構 セキュリティセンター
情報セキュリティ分析ラボラトリー長
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第四回日本的経営と情報セキュリティ研究会 資料1-2
2012年7月17日

日本的経営と情報セキュリティ：
比較制度分析による分析アプローチ
2012年7月17日（火）
「セキュリティ経営研究会」
慶應義塾大学大学院商学研究科

鶴 光太郎
1

本日、お話すること
• 情報セキュリティの問題と雇用・企業内組織・情
報システムを結びつけるためのフレーム・ワーク
を提示（問題意識に辿り着くまでの理論的整理
が中心→問題解決策は今後の課題）
• ゲーム理論、契約・組織の経済学、制度の経済
学を包含した「比較制度分析」を援用
• 具体的には、拙著（鶴(2006)『日本の経済システ
ム改革 「失われた15年」を超えて』）における分
析アプローチの紹介及び発展的応用
2

情報セキュリティの必要性
• ＩＴ化の進展→情報の獲得・入手、処理、伝達、共有のコス
トが著しく低下
• 従来は、「紙」や「人」という物理的な存在が情報の移動を
制限→ＩＴＣ革命以後、多量の情報が瞬時に多方面に伝搬
• メリット：
• 多くの人が必要な情報を著しく低いコストで入手・共有可能

• デメリット：
• 情報の限定・管理の難化
• その情報を扱うべきではない人が扱う可能性増大
• 意図せざる情報の伝搬、悪用
→ 情報セキュリティの必要性
3

企業組織内の２つのシステム：
雇用システムと情報システム
•

雇用システム(＝インセンティブ・システム）
– 雇用主が労働者へどのようなインセンティブ付けを行うか（プリンシパル・
エージェント問題）

•

情報システム（＝コーディネーション・システム）
– 企業の業務執行に当たって不可欠な意思決定において組織内で情報が入
手、処理、伝達、共有される仕組み
– 市場では「価格メカニズム」という情報システムが機能
– 企業内では「価格メカニズム」のコストは禁止的高い可能性
– 情報システムによる組織的な「コーディネーション」が必要
– 情報の「分散化」→特定の時間と場所にいる人のみ利用可能な情報（ハイエ
ク）
– 情報処理の「分業」、組織的共有と意思決定への反映が必要
– しかし、意思決定に資する情報処理能力は個人、グループ単位で限界
– 異なった業務を行う部門に分かれ、上位、下位関係でツリー構造、階層構造
をなす

•

雇用システムと情報システムには「制度的補完性」が存在
4

問題設定
• 日本の企業内システム、つまり、雇用システム、
情報システムの特徴とそれを考えるための理論
的基盤は何であろうか？
• その特徴は90年代以降、どのように変容してき
ているのか？
• ＩＴ化の進展とどのようにかかわってきている
か？
• 情報セキュリティへのインプリケーション
5

「制度」とは：比較制度分析の視点
• さまざまなイメージ
– 「組織」（特定の目的を持って人が集まる場所）、「明文化された法律」
(statutory law）、「習慣」(customs)、「慣例」(conventions)、「社会的規範」
(social norms)
– 一種の規則性(regularity)がポイント

• 「制度」(institution) の暫定的定義
– 秩序ある行動様式・仕組み

• 比較制度分析（(Aoki(2001),Greif(2006))の「制度」の定義
– ゲームの「均衡」→ゲームのルールに従いプレイヤーが戦略的に行動し
た結果として生まれる安定的な行動パターン
– ナッシュ均衡（相手が変えなければ自分も変えない）、自己拘束的（第三
者の拘束ではなく合理的・最適な選択の結果）
– ルール、予想、規範、組織など人間が作った非物理的要因が一体となっ
て社会的行動に一定の規則性を与える仕組み(Greif(2006))
– ゲームのルールや技術などの環境条件が変わればゲームの均衡も変
化→制度変化を明示的、内生的に理解可能
– ゲームの（ナッシュ）均衡→複数均衡が存在→どの特定の均衡が制度と
して根付くのか理論上明らかでない
– 特定の均衡が選ばれて制度が形成されてくる過程では「フォーカル・ポイ
ント」を形成するプレイヤー間の「共有化された予想」が大きな役割→制
6
度は歴史的経緯で決まり、「経路依存的」

「制度」の生成過程：「ソフトな制度」と
「ハードな制度」
• 一定のルールの下での民間の自由な行動選択の結果→一
定の規則性を持った行動様式・秩序（「制度」の芽）→予想と
規則性の相互作用で安定化・共有化→「自発的秩序」、「私
的秩序」（private order)→規則性の強い暗黙のルール（社会
的規範）
• 「私的秩序」を逸脱する主体の存在→「私的秩序」を明文化さ
れた法律で上書きする「公的秩序」(public order)
• 自発的な行動様式が民の行動を強制する「公的秩序」で法
的強制力という「たが」をはめられることで安定化
• 「私的秩序」＝「ソフトな制度」、「公的秩序」＝「ハードな制
度」
7

「ソフトな制度」の例：
エスカレータでの暗黙のルール
• エスカレータで先を急ぐ人のためにどちら側を空け
るかという行動様式→明文化された法律で決まって
いないが規則性がみられる「ソフトな制度」の一例
• 東京、札幌→「右空け」
• 大阪など関西圏、欧米（グローバル・スタンダード）
→「左空け」
• 大阪は万博（１９７０年）の「動く歩道」導入時に海外
の規範を取り入れたといわれる。
8

「制度」というモジュールからみた
一国の「経済システム」とその「サブシステム」
「制度」→その概念だけでは一国の経済社会の特徴やその変化
を描写するのは困難→経済取引を行う主体が形成する「制
度」に焦点
具体的には、企業（マネジメント）を中心にそれと様々な利害関
係者（ステイク・ホールダー）と関係に着目
「サブ・システム」＝企業とそれぞれの利害関係者との明示的・
暗黙的契約・取引関係から生まれる行動様式・制度
株主と企業の関係→コーポレート・ガバナンス
資金提供者（債権者）と企業の関係→金融システム
従業員と企業の関係→雇用システム
取引先企業との関係→企業間システム、など
一国の「経済システム」＝「サブ・システム」の有機的な結合（「サ
ブ・システム」の「接着剤」の役割が「制度的補完性」）
9

10

経済取引における「制度」
• 企業を中心にさまざまな経済主体との間で行われる経済
取引において形成される「制度」を考察
• ゲームにかかわる主体がお互いに利益を生み出し、かつ、
相手を欺かずにその関係を維持するという協調的な行動
が「ゲームの均衡」になる必要
• 相手を欺いて機会主義的に行動して直ちに得られる利益
＜機会主義的行動に対するペナルティ・機会費用（＝将
来に渡り得られたであろう利益の総和）
• 協調的な行動を生むために「関係依存型」、「アームズ・
レングス型」の２つのタイプの制度が考えられる
11

暗黙的契約、長期利益が重視される「関係依存型システム」
•

経済主体間の協調的な行動を自己拘束的に作り出すという意味で「ソフ
トな制度」の一形態→機会主義的な行動へのペナルティをどうするか

•

一回限りでなく長期・継続的な取引を行う→「囚人のジレンマ」ゲームでは
一回限りではお互いが欺くことのみが均衡→無限回では「相手が欺かな
い限り協力する」という「トリガー戦略」が均衡の一つになる

•

この均衡が成立しやすい条件：
– 機会主義的な行動によって得られる利益が十分小さい
– 将来にわたって協調して得られる利益が十分大きい
– 将来の利益を現時点の利益として割り引くための割引率が十分小さい（辛抱強い）

•

「トリガー戦略」が「ゲームの均衡」、つまり、「制度」として選ばれる条件
– 「まずは相手を信頼する」、「信頼できる相手と取引する」という「共有化された予想」が
存在
– 取引を始める以前の歴史的、社会的、地域的な信頼・評判形成

•

評判と信頼に基づいた関係の強化
– 取引継続による取引相手の情報取得
– 協調的な関係へのコミットメントを高めるような関係特殊的投資(relation‐specific
investment)

12

「ゲーム終了問題」への対応
• 「ゲーム終了問題」＝最初から有限回で終わるとわかってい
るゲームでは協調的な関係は成立しない（帰納法で証明）
• 終了時点に不確実性→無限回ゲームに擬せられる
(Telser(1980))
• ゲームの終盤でも協調関係を続ける利益が十分あると思わ
せる仕組み(Greif(2006))
– 協調すれば時間の経過とともに分け前が大きくなる（最後にボーナス
がでる）
– 個々の主体は有限の生存期間であるがその所属する家族、王朝、
同族企業の生存期間は無限→組織の将来世代への考慮が現役世
代の機会主義的行動を抑制（日本の「終身雇用システム」）

13

「関係依存型システム」とグループ
(Dixit(2004))
• 安定的・小規模のグループ・コミュニティで「関係依
存型システム」が成立しやすい。
• 取引相手を欺く機会主義的な行動をとった者が逃
走してペナルティを逃れることのできない仕組み→
誰が裏切り行為をしたかという情報が取引主体間に
正確かつ迅速に伝わる仕組み（情報ネットワーク）
が重要
• 家族、人種、地域、ビジネスなどのネットワークで結
ばれた安定的なグループや規模の小さいグループ
はこのような情報の流れの効率性、つまり、ペナル
ティの実効性は高い
14

まとめ：「関係依存型システム」
• 繰り返しゲームで表現できるような相対型・長期継
続的取引関係
• 機会主義的な行動の抑制
– 情報の入手・共有などを通じた評判・信頼関係の形
成
– 所属組織の永続性（「王朝モデル」のような利他的な
動機）
– ネットワーク関係の強さ（情報の効率性）

• マクロ環境と「関係依存型システム」の関係
– 低い割引率、高い成長率は将来の取引継続によるメ
リットを増大→「関係依存型システム」の有効性増大
15

明示的な契約と確立された法・司法制度に
依存する「アームズ・レングス型システム」
•

取引形態は短期的・スポット的・単一的（新古典派的なマーケット・メカニズム＝「
市場型システム」）

•

取引主体が協調的に行動する仕組み
– 第三者である司法が取引主体間の明示的な契約が履行されているかを判断
– 不履行した主体は法的なペナルティを受ける仕組みにより協調的な行動が担保

•

「アームズ・レングス型システム」が機能する条件
– 法の執行が十分担保される法制度・司法制度の確立
– 主体間で明示的な契約の締結
– 履行に関する観察・情報が第三者の司法により立証可能（取引に関わる情報開示、透明性
の重要性）

•

「市場型システム」の制度的インフラストラクチャー
– 市場機能を土台から支えるもの＝法・司法制度、情報開示制度、市場の透明性
– 市場の「うわべ」のみを捉えた競争促進、規制緩和・撤廃のみでは不十分

•

ただし、厳密な「関係依存型」、「アームズ・レングス型」の二分法は適切ではない
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戦後の日本的雇用システムに対する基本認識
• 基本的には「関係依存型システム」の一種
• いわゆる「終身雇用」「年功賃金」は戦後日本の雇用システムのあく
までも相対的な特徴
– 必ずしも明文化されたものではなく、事実上の（暗黙的な）慣行
– 戦後の経済成長の過程で根付いてきたものであり、戦前はむしろ戦後
とは異なる雇用システムが存在
– こうした特徴が日本の雇用システム全体をカバーし尽くしていたわけで
もない（大企業中心）
– 国際的にみて日本だけ際立っているわけではない。

• ３つの「定型化された事実」
– 「長期雇用」の傾向が他の先進国に比べて高い。
– 年齢・賃金プロファイルの傾きが他の先進国に比べて急である。つまり、
「後払い賃金」の傾向が強い。
– 大企業における昇進・選抜は他の先進国に比べて遅い（「遅い選抜・昇
進」）。最初の15年程度は昇進・賃金であまり格差がなく、その後、選別
が行われる。また、昇進は内部昇進の場合が多い。
17

戦後日本の雇用システムの評価
• 雇用システムの「光」
– 「後払い賃金」が長期雇用へのコミットメント、定着性、インセンティブを向
上
– 「ポスト」の経験という履歴・蓄積の結果としての「評判」が徐々に定まっ
ていくことが、昇進差や選抜が明示的に始まる時期における従業員間の
（それなりの）公平感実現
– 入社後相当期間、同期であまり差をつけない賃金・処遇がモラール・ダ
ウンを防ぎ、従業員間のチームワークを促進し、多様な従業員の中での
公平性、協力関係を実現
– 長期雇用で生まれた信頼感や、能力・技能向上に報いる職能資格制度
により、企業特殊な人的投資が促進
– 年功色の強い昇進・昇給システムが「ひいき」「ごますり」を抑制

• 雇用システムの「影」
– 長期間の競争による高いインセンティブ、密接な情報交換などによる協
調的関係、職務分担の曖昧さが長時間労働の原因
– 転職コストが大きいので、労働者の選考や外部環境の変化があっても同
一企業にとどまらざるを得なかった。
– 能力があり、かつ将来より現在の所得を重視する若者には、成果・能力
に見合った賃金・処遇の道が閉ざされていた。
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戦後日本の雇用システムの前提と90年代以降の変化
•

前提条件とその変化
– マクロ、企業ベース双方での安定した高成長→確実に賃金が上昇していくと
いう期待を経営側と従業員で共有
– ピラミッド型の従業員年齢構成（豊富な若年労働力）→生産性に比べ高い中
高年従業員の賃金を企業内再分配で可能
– 90年代以降、マクロ経済の潜在成長率、期待成長率の大きな屈折→雇用シ
ステムに限らず、関係依存型システムの機能する前提条件に大きな変化
– 団塊の世代の高齢化とバブル期大量採用のよるピラミッド型従業員構成の
変化、従業員高齢化による賃金コスト上昇

•

雇用システムの変化
– 長期雇用慣行は引き続き労使間で支持
– 長期雇用の枠組みに入っていた中高年男性の長期雇用が維持される一方、
若年層や枠組みから外れていた中高年では長期雇用に弱まり→既存の枠
組みの中と外とで二極分化進行
– 賃金水準の高い大卒中高年（ホワイトカラー）の賃金コスト抑制、成果主義導
入→「後払い賃金」の弱まり（年齢（勤続年数）・賃金プロファイルの傾きが緩
やかに）
– 学卒正規雇用からコストの低い非正規雇用へシフト
– 従業員の高齢化・高学歴化で役職ポストが不足→昇進可能性自体が低下
– 昇進に差が付き始める時期は早期化→「遅い選抜・昇進」の傾向に弱まり
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「信頼関係」の弱まり
•

企業は利害関係者との間の「契約（明示的・暗黙的）の束」 →「信頼関係
の束」（守島「人材の複雑方程式」）
• 「関係依存型制度」の場合、「信頼関係の束」という傾向は強い

•

戦後・大企業の典型的にみられる日本的雇用システムの根本は「信頼関
係」
– 生え抜き・同質的な従業員で構成される「運命共同体」→「同じ釜の飯を食う」
ことにより「忠誠心」が生まれる
– 企業の目標・あり方が暗黙的に構成員間で共有

•

しかし、過去20年程の間に、この「信頼関係」に陰り

•

具体例：「後払い賃金」（年功型賃金）の弱まり、成果主義導入、有期・派
遣雇用の活用、コンプライアンス強化

•

ある種の「信頼への裏切り」、また、別の言い方をすれば、労使双方の
「長期的なコミットメント」の弱まり、または両者の悪循環

•

ただし、長期雇用が弱まっているわけではない
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情報セキュリティと
雇用システムにおける信頼関係
• 情報セキュリティにおいてコンプライアンス的な側面が強
調される場合
• 従業員を「疑ってかかる」、「性悪説」に立つ、監視を強化
• 弱まってきている信頼関係がさらに悪化
• 情報セキュリティは必ずしも十分機能しない

• 雇用システムの範疇で考えるならば、信頼関係を損ねな
いアプローチを考えられないか？
• 強制ではなく、自律性の尊重（自律的に考える）
• 自己拘束的な仕組み、インセンティヴ・システムの構築

• 情報セキュリティと相性のいい、「アームズレングス型」の
色彩を強める方向性はあるのか？
• 雇用管理において、明示的な契約、ルール重視
• 正社員よりも有期、派遣従業員向けか？
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日本的情報システムへのアプローチ：
情報の不確実性の下での情報システム
(Cremer, Aoki)、その１

（１）古典的ヒエアルキー組織→経営側がE1、E2を予想し意思決定、現場は情報
収集を行わない
（２）ヒエアルキー的分割組織→マネジメントのみがシステム環境条件の情報を入
手でき、それに基づき現場で意思決定
（３）情報同化組織→システム環境条件をW1、W2共同で観察し、情報を得て現場
が意思決定
（４）情報異化組織→システム環境条件がW1、W2別々に観察され、現場は分散的
に意思決定
22

情報の不確実性の下での情報システム(Cremer,
Aoki)、その２
• 両部門の業務の補完性が高いほど密接なコーディネーショ
ンが重要なため環境変化に同方向で対応する情報同化組
織が情報異化組織よりも効率的
• システム環境条件の不確実性が個別環境条件よりも非常に
大きい（小さい）場合、システム情報を統一するヒエアルキー
分割組織が情報同化（異化）組織よりも効率的
• 情報同化システム：現場の業務補完性が大きく、技術や市場
などのシステム環境の不確実性が中程度の場合最も効率的
• 情報同化システム（水平的ヒエラルキー）は８０年代までの日
本企業の特質をうまく記述→部門毎の「すりあわせ」が重要
であり技術開発も革新的なイノベーションよりも、改善型のイ
ノベーションが重要（自動車、総合電機の産業特性）
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IT化の企業組織構造、意思決定への影響
（拙著、『日本の経済システム改革：「失われた15年」を越えて』、
日本経済新聞社2006年、第5章参照）

•

歴史的にもさまざまな論争→フラット化vs.階層化、集権化vs.分権化

•

Bolton and Dewatripont(1994)
–

•

コミュニケーション・コストの低下により上司は部下の仕事をより多く引き受
ける→階層数減少、部下数増加→集権化

Garicano(2000)
–

基本モデル
•
•
•

–

ＩＴ化の影響
•
•
•
•

•

生産に求められる知識獲得をその難易度に分けて分業
問題解決できなければその上位の上司に依存
部下が持っていない知識を持つ者が上位の階層に位置する「知識に基づいたヒ
エラルキー」が形成
コミュニケーション・コストの低下→より上司を頼る→集権化
知識獲得コストの低下→上司を頼らなくなる→分権化
いずれのコストの低下しても組織はフラット化
つまり、集権化、分権化は状況によるが、フラット化は明らか

Gurbaxani and Whang (1991)
–

IT化による意思決定情報コスト、エイジェンシー・コストいずれの引き下げが
大きいかで集権化、分権化の度合いが変化
24

組織内のエイジェンシー問題と情報処理コスト両方を考慮し
たモデル(Gurbaxani and Whang, 1991, Jensen and Meckling,
1992)、その１
• 組織のどこで意思決定されるか？
• 集権化（CEOに近い）？、分権化（現場に近い）？
• 「意思決定情報コスト」→現場に近いほど情報入手コストは
安いが、上層部に伝えるほど高くなる（分権化ほど低い）
• 「エイジェンシー・コスト」→現場近くに権限委譲するほどCEO
との目標乖離、コントロール・ロスは大きくなりコストは高くな
る（分権化ほど高い）
• 最適な意思決定→内部コーディネーションコスト＝意思決定
情報コストとエイジェンシーコストの和を最小化
25

組織内のエイジェンシー問題と情報処理コスト両方
を考慮したモデル(Gurbaxani and Whang, 1991, Jensen
and Meckling, 1992)、その２
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IT化の企業組織への影響：アメリカの実証分析例
• Brynjolfson and Hitt(1998), Bresnahan, Brynjolfson and Hitt
(2002)
– アメリカ大企業約４００社：自己管理型のチームなど分権化された仕
事環境を持つ企業ほどITへの需要は高く、IT投資による生産性向上
効果も大
– ITと分権化された働き方・職場環境の相性は良い

• Rajan and Wulf (2005)
–
–
–
–
–

アメリカ大企業３００社超：
CEOに直接報告するマネージャー数平均：86年4.4人→９６年8.2人
CEOと課長の間のマネージャー数：1.58人→1.18人（約２５％の低下）
CEOのコントロール範囲の拡大と組織のフラット化が進展
CEOとの距離の縮まった課長ほど役員に指名されやすく、報酬は高
まり、長期のインセンティブスキームが適用→責任と権限の下方委譲
化が進展

• 上記をみる限り、分権化、フラット化、両方が進展
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IT化の企業組織への影響とインプリケーション：
• 日本の実証分析例
– 経済企画庁(2000)、内閣府(2005)→企業へのアンケート調査を使い、
IT化と組織のフラット化や権限の下部委譲の相関を示す
– 元橋(2005)→上場企業約1200社のアンケート調査→91年時点のITシ
ステム導入度と91～94年導入の組織のフラット化などの組織改革と
は正の相関

• 日本へのインプリケーション
–
–
–
–
–

既存の分析では組織のフラット化と権限委譲の区別があいまい
既に企業内での情報共有や信頼関係は進展
「エイジェンシー・コスト」はもともと小さい
IT化による意思決定情報コスト低下の方が潜在的に大きいのでは？
IT化を有効活用するためには分権化よりも集権化を進めるべき
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企業ミッションの浸透による情報セキュリティへの対応
•

日本の特色
– 部門間の水平的コーディネーション→「情報共有」の徹底（「人力」で行ってい
た）→情報を「限らない」ことが善
– マネジメントと従業員の間のエイジェンシー・コスト小（モニタリング・コスト小）、
情報の非対称性小、信頼関係形成→「分権化」の進展

•

情報セキュリティの手法との不整合
– 情報共有の「制限」、「限定」、隙のない「管理・コントロール」を強めるための
トップ・ダウン的な手法の強化→「情報共有」、「分権化」の文化と衝突する可
能性

•

企業ミッション浸透による情報セキュリティへの対応
• ＩＴ化の利点を意思決定の集権化に活用すべき（前述）
• しかし、集権化はコントロール力の強化より、以下のミッション浸透のために
活用すべき
– 従業員が多様化する中では、過去、現在、未来へ続いていく企業の「ミッショ
ン」（顧客にどのような商品、サービスを提供したいのかという「思い」と「夢」）
を末端まで浸透させることが経営者の重要な任務
– 多様な働き手の立場や気持ちを理解、愛情を持って対話を図る。
– 情報セキュリティにおいても従業員が自律的に考えられるよう原則、理念を
経営者と従業員が共有すべきであり、ある程度の柔軟性を持たせる
– 企業ミッションの浸透が極限にまで徹底すれば、従業員に対するインセンティ
29
ブ付けは極端に言えば不要かもしれない。

ご清聴ありがとうございました。

30

第六回日本的経営と情報セキュリティ研究会 資料1-2
2012年11月7日

リスク、不確実性、そして想定外

リスク管理はなぜ失敗するのか
経済産業研究所上席研究員
植村修一

ワーテルローの戦い
（前半）スコットランド竜騎兵の
突撃

（後半）仏胸甲騎兵の攻撃

本日の構成とバックグラウンド
 「リスク」について

（注）
 企業経営を巡るリス
ク
 金融危機と金融リス
ク管理
 政策や行政機関に
おけるリスク管理
 おわりに

（注）
 リスクについては、心理学的、社
会学的、生物学的、工学的、医
学的、法学的など様々なアプ
ローチが試みられている。著書
「リスク、不確実性、そして想定
外」では、あえて言えばファイナ
ンスならびに経済学的なアプ
ローチをメインとしている。
 失敗については、「失敗学」（畑
村洋太郎博士）や様々な組織論
からの研究がある（例えば、「失
敗の本質―日本軍の組織論的
研究」）。

動機
 金融機関の経営やリスク管理に関する仕事に従事した経験
→プロがどうしてリスクに気づかなかったのかという疑問。
とくにサブプライム問題以降の金融危機 →「ブラック・ス
ワン」は存在した。
 「今回は違う」（This time is different） VS 「これはいつ
か来た道」（We have been here before）→失敗は繰り返さ
れる。日常の世界でもしばしばリスク管理の失敗を経験
 なぜリスク管理は失敗するのか →「リスク」は嫌われる存
在？ リスク管理は特別な仕事？
 一方、今の社会は「滅多に起きないが起きたら影響が極めて
大きい」事象にとらわれ過ぎている可能性（例：首都直下地
震） →もっと日常のリスクにも目を向ける必要。
 リスク管理は社会全体そして一人一人の仕事

リスクの時代
 １９８６年にドイツの社会学者ウルリッヒ・ベックが指摘した「リ
スク社会」。
「近代産業社会が様々なリスクを生み出し、我々の生命と社会関
係をむしばむ時代を迎えた」 （邦訳「危険社会」1998）。
 バブル崩壊後の「失われた１０年」
「大企業・大銀行の破綻、合併」 「株安・地価下落」「貸し渋
り・貸しはがし」「デフレ」「就職氷河期」「非正規雇用」
 「安全、安心」を脅かす事件や事故
「乳製品食中毒事件」「牛肉偽装事件」「その他食品偽装事件」
「脱線事故」「耐震強度偽装事件」「大規模システム障害」
「SARS」「鳥インフルエンザ」「汚染米転売事件」「消えた年
金」「臨界事故、原発データ改ざん事件」
 リーマンショック
 ３．１１
「想定外」の地震や津波、原発安全神話の崩壊、テール・リスク

３．１１以降の出来事
• サプライチェーンの寸断と電力不足問題
• タイの大洪水
• 欧州信用不安の高まりと超円高
• オリンパス社による巨額損失隠し発覚
• 裏日本、北日本の豪雪（以下2012年）
• エルピーダメモリ破綻
• AIJ投資顧問による企業年金消失問題
• ＧＷ前後の出来事（京都での自動車暴走事故、関越道高速バ
ス事故、北アルプスでの遭難、竜巻、福山市ホテル火災等）
• 尖閣諸島問題を巡る日中関係の悪化（→中国リスク）
• パナソニックやシャープの経営再建問題
• 日本触媒姫路製造所の工場爆発
• 金沢市ホテルのエレベーター事故、万里の長城遭難事故

リスクの源の例
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

うっかり ～ジェイコム株誤発注事件
慣れ ～広島刑務所、コスタ・コンコルディア号難破
記憶の風化 ～三陸沿岸の津波被害
油断 ～シーザー暗殺、本能寺の変、第1次オイル・ショック
他人任せ ～システム障害、AIJ投資顧問問題
二兎を追う ～ミッドウェイ海戦、某男優の二股事件
ロスカット（損切り）に対する心理的抵抗（＝もったいない
という感覚） ～ネット詐欺、山岳遭難事故
問題先送り ～政府債務危機、地球環境問題
ハーディング（横並び） ～日本の銀行、ドットコム・バブル
安全神話 ～タイタニック号、原発
リスク管理手法 ～VaRショック
ヒューリスティクス（「近道選び」）＝連想しやすいことや
最初の印象・記憶などが判断を左右すること

概念整理
 リスク ～ 「危険」「損害や損失が発生する可能性」（各種辞典）
ピーター・バーンスタイン「リスクー神々への反逆」原著1996
「現在と過去との一線を画する画期的なアイデアはリスクの考え方」 「リス
ク概念の数学的核心をなす確率論の発展」「リスクマネジメント上の変革に
よって、人類は経済成長や生活の質的向上、あるいは技術革新を追求するよう
動機づけられていった」
Cf. 工学系のリスク評価＝ 「被害度」(Severity) × 「発生確率」(Probability)

 不確実性 ～ フランク・ナイト（1883～1946）の定義
測定可能な不確実性＝リスク
測定不可能な不確実性＝「真の不確実性」＝「ナイト流の不確実性」
不確実性下で意志決定する企業家への対価＝利潤（「リスク、不確実性
および利潤」1921）
 想定外 ～ 畑村洋太郎著「『想定外』を想定せよ」
「人間は、何かものを考えようとする時に、これについて考えるという
領域を決める。この領域を区切る境界を作ることが想定だ。プロジェクトで
は、各自が勝手に境界線を引くわけではなく、皆が納得するように、制約条
件の仮定をおく。すなわち、様々な制約条件を加味した上で境界を設定する
ことが、想定だ。したがって、その範囲を超えた領域である『想定外』は起
こりえないのではなく、確率は低いかもしれないが、起こる可能性はある」

「想定外」の事態に対する理解の例
 「黒い白鳥～まずあり得ない事象」の存在
ナシーム・タレブの著書「ブラック・スワン」原著2007
「予測できないこと、非常に強い衝撃を与えること、そして
事後的には予想が可能であったように語られること」
「宗教の台頭から私たちの日常生活まで、ほとんどすべての背
後には黒い白鳥が潜んでいる」
 複雑系の科学
「一つ一つ無関係にあるいは一定の法則で動いているものが、
相互に影響しあうことによって、全体として大きな動きに
なる、あるいは大きな様相を呈する」現象を扱う分野
関連語彙：カオス、ゆらぎ、非線形科学、自己組織化、
ネットワーク理論、フラクタル、べき乗則
小説・映画やTVの世界：「ジュラシック・パーク」（カオス）
「JIN-仁-」（バタフライ効果）

ニューラルネットワーク

より単純なネットワーク

フラクタル（＝自己相似系の無限連鎖）

企業経営はリスクの固まり
• 元来、「会社組織」はリスク・シェアリングのため（16～17
世紀の大航海時代）
とくに最近では、
• とどまることのないグローバリゼーション
• IT分野での技術革新（→ITリスク例えばシステム障害や情報
セキュリティ）
• 企業に対する社会的要請の高まり（例えば、安全性、環境へ
の配慮、コンプライアンス）
• 制御不能になりつつある金融市場からの影響
• 自然災害の脅威（危機管理や業務継続計画の必要性）等々
リスクの多様化、複雑化、巨大化。そうした中で、
• 取締役のリスクマネジメント義務の法制化（２００６年施行
の新会社法）
• リスク管理は、もはや「表」の業務（→ 経営者の認識との
ギャップ）。

ITリスクの問題事例（2012年中）
• １月 NTTドコモ通信障害
• ２月 東証システム障害
• ５月 ファイスブック上場
時のNASDAQシステ
ム障害
• ５月 NY証取における
フラッシュ・クラッシュ
• ７月 ツイッター大規模障害
• ８月 米証券仲介大手
ナイト・G・キャピタル
のシステム誤発注
• ８月 NTTドコモ通信障害
• ８月 東証システム障害

• ６月 ソフトバンクモバイルの
顧客情報流出
• ６月 「ファーストサーバ」
顧客情報消失・流出
• ９月 「シティカード」顧客
情報売却
• １０月 スマホ上の情報流出
不正アプリ
• １０月 パソコン遠隔操作事件
• １０月 インターネットバンキ
ングの偽画面を使った
不正送金事件
• １０月 ホンダ決算発表ミス

オリンパス事件の衝撃
•
•
•
•
•
•
•
•
•

国際的に有名な１部上場の大企業
経営トップを含む複数の幹部の関与
長期間にわたる問題の隠ぺい
きっかけが「財テク」の失敗
「飛ばし」という古典的手口
その後の穴埋めにM&Aを利用
外国人社長の就任による発覚
取締役会での突然の社長解任
コーポレートガバナンスの重要な要素（監査役、社
外取締役、監査法人）の信頼性に疑問符

コンプライアンスの本質
狭義「法令遵守」ではない。

～ 業界や社内ルール、ときに「倫理」「モラル」も。
組織の「品格」を高める行為
ひとりひとりの「自覚」に依存するところ大。
求められるレベルには「違い」がある。
～ 大企業、上場会社、業界のリーディングカンパニー、
経済団体の役員企業、老舗、公益的な事業等はより高い
レベルのものが、明示的に、また暗黙裡に求められる。
さらに、役員 or 従業員、単独 or 複数もしくは
「組織ぐるみ」かも重大性に影響。

いわば noblesse oblige”

AIJ投資顧問問題が示した課題
「厚生年金基金」の制度疲労
― 確定給付、公的年金代行、退出の難しさ
基金や資産運用業を巡るガバナンス
― 検査監督、相互牽制体制、資産運用規制
委託先管理の重要性
― 「他人任せ」のリスク
「一発逆転」「起死回生」の危険性
― 行動経済学のプロスペクト理論
基礎的な金融知識やリスク感覚の不足
― 金融教育やリスク教育の重要性

「トムラウシ山の遭難はなぜ起きたのか」（羽根田治ほか著、
山と渓谷社）①
「その後の長丁場と当時の天候を考えたら、稜線に出るまでの間に、引
き返すかエスケートルートに回るかの決断を下すべきであった」
「もし引き返すという決断をするなら、結果論だが、天沼かロックガー
デンの登り口辺りだろう。あるいはもっと手前のヒサゴ沼分岐で、主稜
線に上がった段階でそうするのが現実的だろう。しかし、そこで、
「ルートを変えて下山します」と言えるほどの確証がなかった。それと、
やはり前日に低気圧が通過して、この日は離れていくだろうという予報
だった。それが、逆にあそこまで風が強くなってしまうというのは、全
く予想外、想定外だった」
「3人のガイド同志は全く面識がなかったそうだ」
「本来なら3人の意思疎通を図るべき重要地点で、それがなされていた
かどうかは非常に疑わしい」
「計画の変更に伴う割増金の発生やキャンセル料の支払いは、ツァー会
社としてはできるだけ避けたいところで、なるべくだったら計画どおり
登山を遂行したいと考えている。そうした指示が具体的になされていた
のか、あるいは暗黙の了解なのかはわからないが、最終的な判断を下す
ことになる現場スタッフ（添乗員やガイド）にとって大きなプレッ
シャーになっていることは想像に難くない」

トムラウシ山の遭難はなぜ起きたのか（羽根田治ほか著、
山と渓谷社）②
「ガイドの判断ミスが引き起こされるそもそもの根底には、山のリスク
に対するツァー会社の無理解があるといっても過言ではないだろう」
「とりわけトムラウシ山では、2002年に今回の事故とそっくりな遭難
事故が起きている」
「山を案内する仕事に携わる者であれば、少なくともその山ではどんな
リスクが想定され、過去にどのような事故が起きているかを調べるのは
常識だと思っていたのだが、A社もガイドもそれをしていなかった。彼
らがリスクマネジメントというものに対して無理解・無関心だったと疑
われても仕方のないことだ」
「旅行者側としても参加者側としても、気象条件がよければ、このコー
スは特に問題なく歩けるという認識があり、実際にそのような好条件で
あれば重大な問題は起こらなかった可能性が高い。しかし、実際には、
想定外の悪条件に遭遇し、非常に高いレベルの体力やエネルギーを要求
されることになった。そして、それに耐え得る能力を持っていた人はわ
ずかであった、ということになる。今回の低体温症の発症は非常に急速
であるが、これには過酷な気象要因だけではなく、体力の急速な消耗も
関係していた可能性が高い」

２００９年度の考査の実施方針等について（09/3月）
「国際金融資本市場における緊張が続く中、多くの金融機関で、
株式や仕組債などの有価証券において多額の評価損や減損の計
上を余儀なくされた。この背景としては、株価の下落や市場流
動性の低下が金融機関の想定を超えるスピードで進展したこと
が挙げられるが、中には、市場リスク管理において必要なプロ
セスが踏まれず、リスクをコントロールする枠組みが有効に機
能しなかったケースもみられた。こうした先においては、投資
方針の決定に当たり、先行きの市場変動の可能性や経営体力を
十分に考慮した限度額を設定していなかったり、リスク顕現時
に、その後の対応について十分な分析や検討を行っていなかっ
たなどの課題がみられた。また、一部には、収益確保を優先す
る経営陣が、十分な内部協議を行わないまま追加投資を決定し
たり、逆に経営陣がリスク管理に積極的に関与していないなど、
ガバナンス面に課題がある先もみられた。

考査を通じて感じた「ガバナンスの重要性」
• リスク管理の枠組みがあるだけでは不十分。いざという時に
有効に機能し得るかがポイント。
• 日本人は相互牽制が苦手？
• 経営陣の誤った認識：
「リスク管理の結果収益機会を失う」
「リスク管理部署は収益を生まない間接部門」
「ナンピン買いでリスクを減らした」
「自己資本比率が一定レベルあればよい」
• 結局、ガバナンスの不備が、あるときは信用リスク（不良債
権）、あるときは市場リスク（有価証券運用の失敗）、ある
ときはオペレーショナルリスク（不正事件やシステム障害）
の問題となって顕在化する。

繰り返される金融危機
 チャールズ・キンドルバーガーの「熱狂、恐慌、崩壊 －金融恐慌の歴
史」（原著1980年）
「金融危機は何度も蘇る多年草」
 ジョン・ケネス・ガルブレイス「バブルの物語」（1990年）
「市場での神話と金融レバレッジの形成が揃えばバブル」
 ロバート・シラー「根拠なき熱狂」（2000年）
「多くの投資家はただ乗りしているだけ」
 ケネス・ロゴフ＆カーメン・ラインハート「国家は破綻する － 金融危機
の８００年」（2009年）
「金融危機のたびに『今回は違う』（This Time is Different）という言葉が繰
り返される」 今回の危機(2007年のサブプライム危機に端を発するグローバ
ル金融危機）は「第二次大収縮」
 米国政府金融危機調査委員会「The Financial Crisis Inquiry Report」
（2011年）
「委員会としては、今回の危機は避けることができたと結論づける。すなわ
ち、人の行為や不作為、判断ミスによって引き起こされた。そして警告は無視
された。最大の悲劇は、誰もこのことを予想できなかった、したがって何も手
は打てなかったという決まり文句を受け入れることであろう。もし我々がこの
認識を受入れるなら、危機はまた起きる」

ミクロ面の例： UBS レポート（2008/4）のポイント
― UBS銀行は、サブプライムローンを含む証券化商品の組成とト
レーディングの失敗から２００７年度に多額の損失を計上。

 ガバナンス
～ 収益・営推優先、トレーディング重視、管理部門軽視
 報告体制
～ サイロ化、フロント依存、難解、ファンダメンタルズ軽
視
 インセンティブ体系
～ 割安な社内調達コスト、単年度収益偏重の報酬体系
 リスク計測
～ 過去データや外部格付けへの依存、ベーシスリスク軽視
 各種リミット
～ 新種商品・業務を管理する体制の未整備

金融機関で繰り返されるリスク管理の失敗

― 問われているのはリスク管理の手法だけでなく、モラルも。
• ＪＰモルガン・チェースにおけるデリバティブ取引の失敗
「大きすぎてつぶせない（too big to fail）銀行における、複雑すぎて把握で
きない（too complex to depict）問題」（Gillian Tett、FT紙）

• バークレイズにおけるＬＩＢＯＲ不正操作問題
「牧師がカジノを経営するだけでなく、説経壇の下にある隠れたペダルを
使ってルーレット盤を操作しているようなもの」（Jonathan Ford、FT紙）
「トレーディング部署の文化はもはや受入れがたい。・・もし多くの銀行で
大勢の人が職を失ったら非常に良いことである」（john Gapper、FT紙）

• 野村證券による公募増資情報の漏洩
「これまでに野村證券の営業姿勢、執務態勢、コンプライアンス等における
問題として示してきたことは、証券会社としての信頼性に疑義を生じさせる
ような重大な制度上の欠陥であり、こうした制度的欠陥を放置すれば、資本
市場の公正さ・信頼性の維持に重大な影響を及ぼすことは明らか」（2012年
6月29日 調査委員会の報告書）

「二度と金融危機を起こさない」ことは可能か
 規制監督の強化～バーゼルⅢ（自己資本・流動性規制）、ＳＩＦＩ対応、
ドッド・フランク法、ボルカー・ルール等
 しかし、今次金融危機はまだ終わっていない
～債務調整問題の長期化懸念。新興国経済が抱える不安。
最後に残る中央銀行のバランスシート調整問題。
 危機の後に来るものは次なる危機
①止まらない金融市場のグローバル化と拡大・複雑化
②金融危機を捉えきれない経済学→不十分な制度設計や政策対応
③ 整備途上のグローバル・ガバナンス
④頓挫した金融リスク管理のイノベーション
⑤人間の性（さが）、歴史の必然
～ 懲りない、傲慢、金銭欲。「弱い環」は必ず存在し、狙われる。
～「銀行危機は機会均等の危機である。これは、人間の性質に根ざす
何か根源的なものが働いているからではないだろうか」「何かが起きると
思われているときには、その何かはいずれ起きる。だが悲劇が起きるその日
を正確に予想するのはきわめて難しい」（ラインハート＆ロゴフ）

政策や行政機関に必要なリスク管理の視点
 オペレーショナルリスク管理
～品質の向上、信頼性の確保
 リスク・コミュニケーションの強化（かねてから指摘されているこ
と） ～ 誠実、公正、信頼、専門性など
 「想定外」への備え・・柔軟性、レジリエンス
～「予測」や「見通し」は「想定」と思え
～ リスク・シナリオやストレステスト、コンチ・プランの必要性
 危機管理の心得・・保守性の原則、過小評価や身内意識は厳禁
 「不作為」がもたらすリスクへの気づき
～ 国家賠償請求訴訟における行政便宜主義と裁量権収縮の理論
～ 行政事件訴訟における「リスクからの保護義務」概念
 リスク・ガバナンスの強化・・「横断的」かつ「客観的」な組織内
リスク評価
～ リスク管理部署の設置、オンサイトとオフサイトの区別
～ リスクの洗い出し（RCSA）とPDCAサイクルによるリスク管理
 民間とのダブル・スタンダードを回避せよ

おわりにその１ リスク管理はなぜ失敗するのか
• 一言で言えば、インセンティブ（誘因）がないから 具体的
には、
① 心理的なモチベーションのなさ＝「もっと楽しいこと考え
たい」「そんなこと言っていると本当にそうなってしまうぞ」
― とくに日本の組織では、「水を差す」「異を唱える」こと
がためらわれる雰囲気
② リスクの非対称性＝現実にならないと認識されない、リス
ク管理が評価されない
③ 経済的なモチベーションのなさ＝リスクを管理するとリ
ターンが得られないという誤解
• これらインセンティブ問題に加えて、「予測可能な領域」と
「予測不可能な領域」の境界は絶えず変化するという事実に
対する認識が不足

おわりにその２ 著書で伝えたかったこと
• リスクは避けるのではなく、「向き合う」こと。
• リスクは多方面に関わることで、また、奥が深い。
• しかし、リスク管理（＝リスクを認識しこれに対処する）は
決して難しいことではない。誰もが日常やっている。要は、
意識と気づきの問題。
• ｢守るべきものは何か」という発想からリスクを認識する。
リスク管理とは、すなわち「大事なものを守る」こと。これ
が真のインセンティブ。
• そのために、
①「将来のことに対し謙虚である」こと。
②「気づきを大切にする」こと。
③「木にとらわれず森を見る」こと。
• 将来を予測することはできないが、変えることはできる。

ご清聴ありがとうございました。
（本日の内容、意見等は全て個人的なものです。）

