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1．はじめに

我が国では、近年、事故や不祥事が発生

する毎に規制的強化を図り、同様の事故・

不祥事を防止しようとする、いわば対症療

法的な対応がとられている。しかしながら、

このような事故・不祥事対応の方法には、

後述するように一定の限界がある。

本稿では、対症療法的アプローチに代わ

る安全確保の方法として、規制行政と組織

の自主的な企業倫理・遵法活動（以下、倫

理コンプライアンス1）とが好ましい相互作

用を構築すること、すなわち両者の間に協

働関係を構築することの必要性とそれを実

現するための課題について述べる。

2．協働関係構築の必要性とその意義

2．1協働関係構築の必要性

近年における科学技術及び産業の急速な

発展は、私たちの社会に大きな恩恵をもた

らすとともに、新陳代謝が起こり難い旧来

の規制内容をさらに陳腐化させている。こ

のような時代にあっては、規制的措置、殊

に従来型の規制強化の方策のみをもって、

公衆の安全を確保することには一定の限界

がある。

第一に、技術の進展の実態に合わない規

制をただ単純に強化することは、実務と法

規制の内容との乖離をもたらす。実態にそ

ぐわない規制内容の強化は、現場における

1本稿では、品質保証活動等を含めた広い概念として定
義する。

形式的な規制適用と規制の信頼低下を招き、

安全確保のリスク要因に繋がる。

第二に、仮に規制内容が科学技術の進展

に対応できたとしても、それを運用する行

政資源に一定の制約がある以上、規制のみ

を通じた事故・不祥事防止には限界がある。

第三に、規制強化が企業等に対して懲罰

的に機能し、企業の自主的な取組みを阻害

したり、組織内遵法システムの形骸化を招

いたりするならば、これもまた第一の点と

同様に安全確保のリスク要因となる。

　以上を鑑みるならば、殊に近年の高度技

術利用社会にあっては、単に対症療法的規

制強化を図るのみならず、規制主体及び企

業が一定の緊張関係の下に、協働して不祥

事・事故再発の防止に努めること、すなわ

ち、規制システムと企業倫理コンプライア

ンス活動との間に好ましい相互作用を構築

することが重要となる。

2。2協働関係構築の意義

規制システムの実効性が確保され、それ

が企業に対するインセンティブ及び緊張感

（ペナルティ）として機能することによっ

て、企業の倫理コンプライアンス活動が促

進される。そして、それを通じて企業にお

ける遵法の実効性が高まれば、規制システ

ム自体の実効性も高まる。この好ましいサ

イクル（図1）を構築し、両者間のシナジー

効果を発揮させることが、規制システムと

企業倫理コンプライアンス活動との協働の

意義に他ならない。

　この協働関係は、規制主体、企業、市民・
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図1規制システムと企業倫理コンプライアンスとの協働

社会のそれぞれに利益をもたらす。

第一に、規制主体は、行政資源制約下で

規制の実効性を確保することができる。こ

のことは、行政資源の適正配分に資する。

第二に、企業は、倫理コンプライアンス

活動を通じて、組織リスク管理と「良い企

業統治」の実現を図ることができる。そし

て、これを通じて企業は対外ステークホル

ダーとの間で信頼構築を図ることができる。

　第三に、社会は、事故・不祥事等の未然

防止により公衆の安全の確保を達成するこ

とができる。このことは、そこに暮らす市

民の安寧な生活の保障を意味する。

　また、協働関係の構築は、各ステークホ

ルダーに対して上述の利益をもたらすとと

もに、科学技術利用に対する社会の信頼獲

得に大きく貢献する。現代の高度技術利用

社会がこの信頼獲得なしに存立し得ないこ

とを鑑みるならば2、協働関係構築の現代社

会における意義はとりわけ大きいと考える。

3．協働関係構築に必要な三つの課題

協働関係の構築には以下に述べる三つの

課題がある。

3．1遵守すべき法規制そのものの適正性の確

保

先述のように、科学技術及び産業の急速

な進展は法規制の内容の陳腐化をもたらす。

法規制の制定・改正には適正な手続が要求

されることや法的安定性確保の要請等から、

法規制が情勢の変化に即応することには一

定の限界がある。このため、実態にそぐわ

ない不合理な法規制が温存され、その遵守

が要求されたり、逆に規制が必要とされる

分野で法整備がなされない等の不都合が生

じる。

　このような状態が放置されることは、企

業の倫理コンプライアンス実践の阻害要因

となる。なぜならば、不合理な法規制は現

場における規制に対する信頼性低下と規制

回避行動（脱法行為）を招く可能性があり3、

法規制の未整備は現場の独善的な判断を生

む温床に繋がるからである。例えば、平成

14年に明らかになった東京電力原子力発電

所自主点検記録不実記載問題では、いわゆ

る「維持基準」が明確に定められておらず、

トラブル等の報告徴収の基準についても不

明瞭であった点が、現場の誤った判断を招

いてしまった一要因であることが後の調査

で明らかにされている4。

　遵守すべき法規制そのものの適正性を確

保することは決して容易ではない。それは、

第一に、法規制の内容の根拠となる科学

的・技術的知見の抽出と規制行政への反映

が必ずしも容易ではないこと、第二に、科

2例えば、特定の技術利用が深刻な事故を繰り返し起こ
　し、社会の信頼を裏切るならば、その技術そのものが

社会に受け入れられなくなり、社会は技術利用に伴う

恩恵も同時に受けられなくなる。これが多くの技術利

用について繰り返されるならば、技術利用に依拠した

社会そのものが成り立たなくなることに繋がる。

3現場（被規制者）が不合理な法規制に直面した場合、

現場の運用による不合理な法規制への“柔軟な”対応

がとられることがある。こうした対応がモラル・ハザ

ード的に加速するならば、法規制（本音）と運用（建

前）の乖離が決定的となり、最終的には不合理な規制

　のみならず本来遵守すべき重要な法規制までもが運用

　によって無視される結果を招くことがある。

4原子力・安全保安院（2002）7頁。
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学的知見に関してはその不確実性により一

定の合意を得ることが極めて困難であるこ

と、等に起因する。殊に、後者の科学的不

確実性に起因する合意の困難性は、魔女狩

り的規制強化5を招く可能性がある一方で、

近時のアスベスト問題に見られるような規

制の空白を生み出す（アスベスト問題に関

しては、今後は転じて魔女狩り的規制強化

に繋がる可能性が高いと予想する）。

　こうした課題を克服し、遵守すべき法規

制そのものの適正化を図り、もって企業の

倫理コンプライアンスの実践を促進するた

めには、以下の施策が必要になると考える。

　第一は、科学的・技術的知見を抽出し、

それを規制（行政）に反映させるための適

正な手続の整備である。具体的には、規制

主体に専門家を関与させる等によってその

科学的・技術的評価・判断能力を向上させ

ることはもとより、現場情報へのアクセス

とその評価がより容易な民間主体の取組み

　（例えば民問規格等）を適正な手続の下で

規制行政や規制策定に反映させることが必

要であろう。また、例えば原子炉等規制法

第66条の4の規定する「主務大臣等に対する

申告」制度に見られるような、いわゆる“内

部告発者保護”制度の下で規制主体へ申告

された現場情報に関しては、それを違法行

為発見・取り締りの端緒として利用するの

みならず、規制そのものの見直しに繋がる

情報としても活用すべきであろう。

　第二の施策は、科学的・技術的進展等が

著しい規制分野に関しては、法規制の内容

の定期的見直しとそれに伴う是正措置の保

障につき何らかの制度的根拠を設けること

である。不合理な法規制の温存は、被規制

者に対して重い負担と規制回避行動をもた

らすのみならず、時として深刻な風評被害

や残酷な差別を社会もたらすことに繋がる。

このことは、ハンセン氏病患者に対する過

去の隔離政策が深刻な差別問題を引き起こ

したことからも理解されよう。従って、科

学的・技術的知見の進展にあわせ、規制内

容を定期的に見直し、規制内容の変更に伴

い深刻な不利益が生じた分野に関しては何

らかの積極的な是正策がとられるべきであ

ると考える。

3．2倫理コンプライアンスの取組みを促進する

法規制システムの導入

企業の倫理コンプライアンスの取組みを

促進し、その実効性を高めることについて、

法規制、とりわけインセンティブ型の規制

システムの果たすべき役割は大きい。

例えば、米国では、連邦量刑ガイドライ

ン第8章「組織体への量刑」が、効果的な法

令遵守プログラムの具備を条件として組織

処罰（罰金）の軽減（最大で80倍の差がつ

く）を定めている（§8C2．5（f），§8C2．6）が、

この規定が米国企業における社内通報制度

等の様々なコンプライアンス・プログラム

の導入・確立の要因として機能したことは、

多くの先行研究が明らかにしている6。また、

我が国の原子力規制でも、平成15年10月に、

原子力安全基盤機構が定期事業者検査の実

施に係る体制を審査し（電気事業法第55条

第4項）、規制主体がその結果に基づき総合

的な評定（AからCまでの三ランクで区分）

を行い（同条第5項）、その内容を次回定期

安全管理審査での実施項目の増減に反映さ

せるというインセンティブ志向型の制度が

5田邉他（2002）2－3頁。

6例えば、Dworkin（2002）p．464，fbotnote45における引用

　文献等を参照のこと。
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取り入れられている。

このようなインセンティブ型の規制シス

テムを企業による倫理コンプライアンスの

取組み促進に活用するには、以下の方法等

が考えられる。

第一は、規制主体による審査や調査が義

務付けられる分野において、実効性ある倫

理コンプライアンス推進体制を導入・実践

している事業者に対して、規制上の軽減措

置を認めるという方法である。例えば、上

述の定期安全管理審査制度において、原子

力安全基盤機構が実施する審査項目の中に

倫理コンプライアンスの取組みに関する評

価軸を導入する方法等が考えられる7。また、

実効性ある倫理コンプライアンス推進体制

がとられている事業者に対して、検査・調

査期間の短縮やそのサイクルの長期化を認

めたり、検査・調査手数料等を割り引くと

いった措置を講じることも考えられる。実

効性ある推進体制の実践は、規制主体によ

る検査・調査を一部肩代わりしていると捉

えることもでき、こうした措置を導入する

ことには一定の合理性があると考える。

　第二は、米国の連邦量刑ガイドラインに

類似した考え方を我が国の規制運用の中に

取り入れるという方法である8。すなわち、

行政法規等において①法人処罰の規定（両

罰規定）が置かれている場合や②違法行為

をした法人・組織に対して不利益な行政処

7もっとも、この例においては、原子力分野における倫
　理コンプライアンス・プログラムに関して品質マネジ

　メント・システムと同様に規格類が整備されているこ

　とや、コンプライアンス・プログラムと品質マネジメ

　ント・システムとの間に整合性がとれていること等が

　課題となる。また、基本的には技術基準適合性確保の

　メカニズムを対象とする審査・評価システムの中でコ

　ンプライアンス・プログラムに対する評価をどのよう

　に取り入れるか、という点についても解決すべき問題

　は多い。

8高（2003）25－30頁。

分が課せられる場合には、実効性ある倫理

コンプライアンス推進体制の実践がなされ

ている事業者に対してはその減免を認める

とする。①については、現行の法人処罰の

規定の解釈（推定過失の解釈）により対応

することが、少なくとも法解釈上可能であ

ると解されるが、こうした規制運用を法律

や規則による明文化等を通じてより明瞭化

する必要があるし、②についても、明文規

定化した上で広く導入することを検討して

も良いと考える。

　第三は、規制により当該事業の遂行に強

制保険の具備が要請される場合9に、実効性

ある倫理コンプライアンス推進体制の実践

がとられている企業・組織に対しては、そ

の保険料の減額を認め、それを欠くものに

対しては保険料を増額設定する、という方

法である。企業の倫理コンプライアンスの

実効性が確保されることは、事故や不祥事

の回避、すなわち保険金の支払いの抑制に

繋がるため、実効性の有無を保険料率に反

映させることには一定の合理性がある。例

えば、原子力事業者に課せられている原子

力損害賠償責任保険契約（民間責任保険）

や原子力損害賠償補償契約（政府補償契約）

の保険料・補償料の設定に反映させること

等が考えられよう。

9強制保険としては、①自動車損害賠償保障法に基づき

　「自己のために自動車を運行の用に供する者」に対し

　て義務づけられる自動車損害賠償責任保険（同法第5
　条）、②原子力損害の賠償に関する法律に基づき「原

　子力事業者」に対してなされる原子力損害賠償措置（原

　子力損害賠償席委任保険契約及び原子力損害賠償補償

　契約）　（同法第6条）等がある。また、法律上強制さ

　れるものではないが、強制保険に近い機能を有する制

　度として、①航空法に基づきr本邦航空運送事業者」

　に対してなされるr航空事故により支払うことあるべ
　き損害賠償のための保険契約」（同法第ll2条第5号）、

　②独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき

　「許可医療品製造販売業者」に対してなされる、いわ

　ゆる副作用拠出金（同法第19条第1項）等がある。
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3，3組織における倫理コンプライアンス実効性

確保に向けた取組み

規制システムと企業倫理コンプライアン

スとの協働関係を構築するためには、規制

内容やインセンティブ・システム等の外部

規制環境の整備のみならず、組織自らが倫

理コンプライアンス実効性確保に向けた取

組みを率先して行う必要があることは言う

までもない。しかし、その実効性確保には、

以下に述べるような組織内部の様々な阻害

要因を克服することが課題となる。

　第一に、風通しの悪い縦割り型の組織運

営等に起因する情報伝達経路の機能不全は、

特定部署の治外法権的二重基準を許容した

り、現場の問題発見を遅らせたりする等の

形で、倫理コンプライアンスの実効性確保

の大きな阻害要因となる。例えば、先述の

東京電力原子力発電所自主点検記録不実記

載問題では、原子力部門が「独自のテリト

リー」loを築いてしまい、それが「一般社

会の意識と乖離した」11限定されたメンバ

ーだけの社会を組織内に生み出したことが、

問題発生の背景にあると指摘されている。

　第二に、過度なコスト削減要請やそれに

伴う厳しいスケジュールの設定もまた、実

効性確堺の潜在的阻害要因となる。例えば

平成H年9月に発生したJCO臨界事故の背

景に効率化とスケジュールの圧力があった

ことは、その後の事故調査報告書等でも指

摘されている12。

　第三に、成果主義の誤った運用とそれに

伴うモチベーションの低下もまた実効性確

保の脅威となる。すなわち、成果主義（目

標管理制度）が、その“適合性”の有無に

iO原子力・安全保安院（2002）6頁。

n東京電力株式会社（2002）144頁。

量2原子力安全委員会ウラン加工工場臨界事故調査委員
会（1999）IV－5頁以下。

かかわりなく、すべての部署に横並びで導

入されしまうため、（特に不適合な）部署に

おいてその無理な運用を招き、それが各従

業員の仕事に対するモチベーション・コミ

ットメントや業務質の低下を生じさせるB。

殊に、粛々と業務を全うすることにより組

織の健全性や公衆の安全が担保されている

部署において、こうした事態を招くならば、

それは倫理コンプライアンスの実践にとっ

て極めて重篤なリスクとなり得る。

　第四は、組織運営における形式主義・完

壁主義・数値至上主義の践雇である。先の

3．1において、不合理な法規制の内容が被規

制者における「本音」と「建前」の乖離を

招き、倫理コンプライアンス実践の脅威と

なることを指摘したが、このことは組織内

のルールや運営体制等にも同様に当てはま

る。すなわち、“完全であること”を求めて

策定された（完壁主義）組織内ルールや組

織体制が、その後の情勢の変化に対応でき

なくなり、やがて運用による組織運営がな

されるようになると、ルール・体制の形骸

化・形式化が進行する。殊に、品質管理体

制に見られるように、文書類や数値データ

が重視される社内システムにあっては、こ

うした形骸化・形式化が加速する危険性も

ある。

　以上例示した阻害要因を克服することは

容易ではなく、そのそれぞれに対して組織

が着実に自律的な取組みを行う必要がある

のは言うまでもないが、殊に、組織内の情

報伝達経路を正常に機能、あるいは拡充さ

せることが阻害要因克服に繋がることをこ

こでは指摘しておきたい。

　第一に、組織は風通しの良い組織風土づ

B詳細については城（2005）を参照のこと。
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安全確保に向けての規制システムと企業倫理コンプライアンス活動との協働

くりに取り組む必要性がある。そこでは、

通常の業務ラインを通じた情報伝達はもと

より、職場懇親等のインフォーマルな情報

伝達にも一定の意義づけを与えることも望

まれる。現場情報を躊躇なく上層部に伝え

ることができる職場の雰囲気を醸成するた

めにも、ライン上司に期待される役割及び

責務（開かれたコミュニケーションのムー

ド・メーカーとしての役割及び報告に対す

る真摯な対応）はとりわけ大きいと言える。

　第二は、いわゆる“マイナス情報”を現

場から抽出しそれを適切な部署に伝達する

ための、ラインを補完・代替する情報伝達

経路の整備である。一般にこうした“マイ

ナス情報”はライン経路を通じて抽出・伝

達され難い側面がある14。組織は通常の情

報伝達経路を機能させることは当然のこと

15、社内通報制度や倫理相談窓口等に代表

される、信頼性・情報守秘性の高い代替的

情報伝達経路の拡充を図るべきであると考

える。また、こうした形でのボトム・アッ

プからの情報抽出とその活用は、ともすれ

ばトップ・ダウンで進められ、規範的かつ

文書化を重視する品質保証活動の形式主義

化を補完する役割があると考えられ16、事

実、米国の原子力事業者等においては、従

業員懸念事項報告プログラム（Employee

ConcemsProgram）等の形で品質保証活動の

中にこうした情報伝達プログラムが組み込

まれている17。

4．おわりに

14殊に、成果主義の導入によりライン上司から常に厳し

　い評価の目に晒される現場従業員層にとっては、問題

　情報の伝達・相談は、自らの評価を落とすものとして

認識され、それが忌避される可能性がある。

6例えば、“マイナス情報”の報告に対しては、懲罰的
　な態度で臨まないことが最低限必要であろう。
16吉川（2004）21－22頁

17詳細については田邊・鈴木（2004）を参照のこと。

規制システムと倫理コンプライアンスと

の協働関係構築のために取り組むべき課題

は、本稿で示したものに留まるものではな

い。例えば、学術団体、NPO、事業者団体

等がその専門性を活かして協働関係構築の

一翼を担うことの意義は大きいと考える。

いずれにせよ、事故・不祥事対応にあっ

ては、従来型の対症療法的、あるいは懲罰

的規制強化に拘泥するのではなく、この協

働関係構築の視点から社会・企業・規制主

体が（一定の緊張感の下、一丸となって）

取組みを進める必要があると考える。
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