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誰に何を教育すべき？

原因別にアプローチ

第3章



山「アンケートの自由回答を見ると、いろんな課題があるようですね。

あっ！こんな回答がありますよ。」

『全社教育ではコンプライアンスを守れと言われているが、上司は業績を優先したいようで、とき

どき違反すれすれじゃないかと思われることも要求される。しかし実際に違反しているのかセー

フなのか具体的な線引きが分からないので、今のところ指示に従いながら、もやもやしている』

 

高「色々まずいわね～。違反すれすれかもしれないのもまずいし、上司の優先順位もま

ずいし、上司と部下の間で認識がずれてるのもまずいし、線引きがわからないのもまず

いし、うすうす気づきながら指摘できない状態もまずい。

無記名アンケートでようやく吐き出せたのね……。」

山「これはいったいどこから手を付けたらよいのでしょう。」

高「室長メモによると、『違反の原因（過失か故意か）や、社内の立場（階層）によっても、

教育すべきことが変わる』そう。この場合は、上司がコンプライアンスを無視しようとし

ている認識を正すとともに、部下たちにも線引きが分かるように問題発見力を身に付けて

もらうことや、内部通報制度があることを認識してもらうことも必要でしょうね。

 

教育のアプローチについてのメモを読んで、さっそく対策していきましょう。」

鏡で見える“敵”の正体

ゲームというと、敵を打ち負かすイメージがあります。しかしここでいう敵とは、違反する（した）

「人」ではありません。違反者や違反しそうな人をただ罰しても、根本的になくせるわけではない

のです。

 

「罪を憎んで人を憎まず」と言います。なくすべき対象は、違反をさせる「原因」であり、それこ

そが見えない敵です。敵は「無知」「組織の仕組み」「業務プロセス」「人を不正に傾かせる状況」

などに潜んでいます。

しかし、見えないものを相手にゲームの戦略を考えるのは難しいと思います。

そこで、モグラたたきをイメージしてみましょう。

地面の穴を出たり入ったりしているモグラを、出てきた瞬間、引っ

込んでしまう前に素早く叩く、あのゲームです。

モグラは地面の下にいて、どこから出てくるのか、いるのかいない

のかも分かりません。

 

このモグラを、潜在的なリスクが顕在化した姿だと考えてみましょう。ヒヤリハット、ニアミスとして

顔を出し、時には重大な問題となって頭を出してくるかもしれません。

 

このモグラたたき（コンプライアンス問題の処理）を攻略するには２段階あります。

1 事後処理型

モグラが出てきてから、どのモグラをたたくのか考え、引っ込む前にできるだけ速やかにたくさん叩

くというものです。

 

法務用語では「案件法務」といい、問題が発生した後、迅速に問題を解決することで、企業が

受ける損害を最小限にしようとするアプローチです。

 

案件法務は、「紛争処理法務」とか「臨床法務」とも呼ばれており、社内で発生したコンプライ

アンス問題から、訴訟になった場合に社外の弁護士へ依頼して対応するところまでが含まれます。

 

コンプライアンス問題はいつ発生するかわからないので、発生したことをできるだけ早く把握し、迅

速な初期対応と的確な問題解決が求められる業務です。

 

2 事前対策型

モグラがどんなパターンで出てくるのかを分析して予測しておき、効率的にモグラを叩く方法や、

一度にたくさん出てこないように制御する仕掛け、予測して管理する仕組みなどを作るというも

のです。

 

法務用語では「予防法務」といい、コンプライアンス問題の潜在的なリスクを分析し、そのリスク

に対して適切に対応できる仕組みや仕掛けを準備しておくことによって、組織的にコンプライアンス

問題の発生を予防するアプローチです。

室長メモ（解説）

普段は見えないモグラ（リスク）の姿は、アンケートなどで現状分析することで、ある程度見える化

することができます。アンケートの精度を上げていけば、出現パターンを見出すこともできるでしょう。

 

こうした攻略法を見たとき、②「予防法務」のアプローチで、トラブルが起こらないよう未然にコン

トロールできている状態が望ましいのは言うまでもありません。

 

コンプライアンス違反の未然予防、あるいは起きてしまった違反の再発を防止するためには、「体

制」や「仕組み」などの面でもすべきことがたくさんありますが、「教育」では何ができるでしょうか。

これは、違反の原因や、会社内での立場（階層）によっても変わってきます。

まずは、違反の原因に応じたアプロ―チを解説します。

コンプライアンス違反の原因

違反が起こる原因は、大きく分けて「過失」と「故意」に分類できます。

 

過失

①無知（知識不足）

・違反と知らずに行ったことが問題になるケースです。

・法令の基本知識をしっかりと教育することによって違反リスクを減らすことができます。
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②無理（業務ミス）

・業務プロセス上、問題が起こりやすい構造になっていたケースです。

・業務プロセスに問題がないかを見直すことで違反リスクを減らすことができます。

・また同時に、再発防止教育を行います。過去に発生した事例を分析し、以下の点を押さえて

教育するのが効果的です。

　1）なぜその事故が発生したのか

　2）それを改善するためにどのように業務プロセスを変えたのか

＜説明＞最低限、身を守ることができる鎧。コンプ
ライアンス基礎的な考え方や、各法令の基本知識
を教育する
＜効果＞知識不足による違反のリスクを取り除く
＜やり方＞各法令（９～13章）を参照

鋼の鎧55

コンプライアンスの基礎知識の学習

カード「鋼の鎧（コンプライアンスの基礎知識の学習）」を手に入れた！
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＜説明＞切れ味の鋭い剣。業務プロセスを見直す
＜効果＞業務ミスによる違反リスクを取り除く
＜やり方＞幹部社員向けの研修で議論の題材にす
るなど

分別の剣66

業務プロセスの見直し

故意

③無視

・自分の利益のために行った違反のことです。

・心の弱さによって不正に傾く「性弱説」の影響の場合もあります（④）。例えば、急激な経営

環境の変化や、経営幹部や上司からのプレッシャー、また、業界慣習を変えられない、といったケー

スが考えられます。特に命令されたわけでなくても、こうした状況下で、いわゆる“忖度”のよ

うな行為に及ぶこともあります。

・このような違反リスクを減らすには、経営幹部から明確なメッセージを日ごろから発信しておくこと

が重要です。

 

たとえば、事業活動による利益とコンプライアンス違反が対立した場合、経営幹部が「法令に違

反せず、しかし、売り上げと利益は守れ！」と言うのか、「法令に違反する売り上げや利益は不要

である！」と言うのかにより、社員の受け取り方はまったく異なります。

前者の場合、法令違反をしてもよいという指示ではなくても、社員が「忖度して法令をかいくぐり、

売り上げと利益を守れ」という意味であると誤解して、コンプライアンス違反に至るリスクが残ります。

後者であれば、法令を守るか守らないかのどちらを優先すべきと考えているかが明確です。経営幹

部が意図をきちんと伝えるメッセージを示すことによって、故意の違反リスクを防ぐ効果があります。

その他の要因

④性弱説

「性弱説」によって、普段は善良な社員も心が不正に傾いてしまう、という指摘があります。

 

性弱説とは、「人間は、不正の機会があり露見しにくい状況があれば、弱い心が発現し、つい出来

心で善が悪に変化し、自制できなくなる」というものです。

近年、劇的に経営環境が変化していることを背景に、従業員の会社への帰属意識が低下し、将

来への不安を惹起し、不正・不祥事の引き金になっているというのです。

これまで“性善説”に基づいて信頼され、仕事を任されてきた社員が、経営環境の変化によって

性弱説の考え方に移行してしまうリスクがあるため、それを防止する方法として継続的な教育指導や

チェックが必要となるのです。

参照）吉川達夫・平野高志（2013）「コンプライアンス違反・不正調査の法務ハンドブック」中央経済社

 

⑤不正のトライアングル

もう一つ、不正行為が起こる要因として「不正のトライアングル」という理論もあります。米国の犯罪

学者クレッシーが実際の犯罪者たちを調査して発表したものです。

 

次の３つの要因が成立したときに、不正行為のリスクが高まるというものです。

①「動機」と②「正当化」は本人の心情であるため、他人が知り得ることは難しいのですが、③「機会」

は客観的な事情であるため、ここに対策を講じれば最終的に不正リスクの抑制効果が期待できます。

参照）吉川達夫・平野高志（2013）「コンプライアンス違反・不正調査の法務ハンドブック」中央経済社

 

モグラ（違反リスク）はどこから出てくるか分からない

会社が大きくなるほど、事業の幅が広がり、関連する法令も増えます。そしてさまざまな人が一緒に

働くようになります。

中にはこんな考えを持っている人 も々いるでしょう。

こうした人の心の隙を通しても、「モグラ」は顔を出します。先ほど解説したように、業務の流れや

社内の体制を変えることでもモグラの出現頻度は減らせますが、人の心に働きかけることができるの

は教育だけなのです。

 

コンプライアンス担当の仕事の中で、教育がいかに大切な仕事であるかを理解していただけるでしょ

うか。

 

道を整備する

こうした原因や不正に傾く背景を理解し、それを取り除こうとする仕事は、道を整備する仕事に似

ています。

 

違反リスクについて無知であれば、たとえ大きな落とし穴がある道でも、分からずに進んでしまう可

能性があります。

教育によって基本的な知識を知らせてあげれば、リスクを避けようとする人は、危険な道を選ばなく

なります。

そして、業務プロセスを改善してしまえば、違反しない道しかなくなるので、あえて抜け道を見つけ

て違反しようとしないかぎり、安全な道を通ってもらえることになるのです。

カード「分別の剣（業務プロセスの見直し）」を手に入れた！

28第3 章 [ 誰に何を教育すべき？ ] 原因別にアプローチ



＜説明＞皆に方向性を示す軍配扇。経営トップが
明確なメッセージを社内外に発信する
＜効果＞違反リスクを無視してはいけないとい
う企業風土を作る
＜やり方＞定例のMTGや朝会などの場での話に
コンプライアンスのメッセージを盛り込む

孔明の扇77

メッセージ発信

故意

③無視

・自分の利益のために行った違反のことです。

・心の弱さによって不正に傾く「性弱説」の影響の場合もあります（④）。例えば、急激な経営

環境の変化や、経営幹部や上司からのプレッシャー、また、業界慣習を変えられない、といったケー

スが考えられます。特に命令されたわけでなくても、こうした状況下で、いわゆる“忖度”のよ

うな行為に及ぶこともあります。

・このような違反リスクを減らすには、経営幹部から明確なメッセージを日ごろから発信しておくこと

が重要です。

 

たとえば、事業活動による利益とコンプライアンス違反が対立した場合、経営幹部が「法令に違

反せず、しかし、売り上げと利益は守れ！」と言うのか、「法令に違反する売り上げや利益は不要

である！」と言うのかにより、社員の受け取り方はまったく異なります。

前者の場合、法令違反をしてもよいという指示ではなくても、社員が「忖度して法令をかいくぐり、

売り上げと利益を守れ」という意味であると誤解して、コンプライアンス違反に至るリスクが残ります。

後者であれば、法令を守るか守らないかのどちらを優先すべきと考えているかが明確です。経営幹

部が意図をきちんと伝えるメッセージを示すことによって、故意の違反リスクを防ぐ効果があります。

その他の要因

④性弱説

「性弱説」によって、普段は善良な社員も心が不正に傾いてしまう、という指摘があります。

 

性弱説とは、「人間は、不正の機会があり露見しにくい状況があれば、弱い心が発現し、つい出来

心で善が悪に変化し、自制できなくなる」というものです。

近年、劇的に経営環境が変化していることを背景に、従業員の会社への帰属意識が低下し、将

来への不安を惹起し、不正・不祥事の引き金になっているというのです。

これまで“性善説”に基づいて信頼され、仕事を任されてきた社員が、経営環境の変化によって

性弱説の考え方に移行してしまうリスクがあるため、それを防止する方法として継続的な教育指導や

チェックが必要となるのです。

参照）吉川達夫・平野高志（2013）「コンプライアンス違反・不正調査の法務ハンドブック」中央経済社

 

⑤不正のトライアングル

もう一つ、不正行為が起こる要因として「不正のトライアングル」という理論もあります。米国の犯罪

学者クレッシーが実際の犯罪者たちを調査して発表したものです。

 

次の３つの要因が成立したときに、不正行為のリスクが高まるというものです。

①「動機」と②「正当化」は本人の心情であるため、他人が知り得ることは難しいのですが、③「機会」

は客観的な事情であるため、ここに対策を講じれば最終的に不正リスクの抑制効果が期待できます。

参照）吉川達夫・平野高志（2013）「コンプライアンス違反・不正調査の法務ハンドブック」中央経済社

 

モグラ（違反リスク）はどこから出てくるか分からない

会社が大きくなるほど、事業の幅が広がり、関連する法令も増えます。そしてさまざまな人が一緒に

働くようになります。

中にはこんな考えを持っている人 も々いるでしょう。

こうした人の心の隙を通しても、「モグラ」は顔を出します。先ほど解説したように、業務の流れや

社内の体制を変えることでもモグラの出現頻度は減らせますが、人の心に働きかけることができるの

は教育だけなのです。

 

コンプライアンス担当の仕事の中で、教育がいかに大切な仕事であるかを理解していただけるでしょ

うか。

 

道を整備する

こうした原因や不正に傾く背景を理解し、それを取り除こうとする仕事は、道を整備する仕事に似

ています。

 

違反リスクについて無知であれば、たとえ大きな落とし穴がある道でも、分からずに進んでしまう可

能性があります。

教育によって基本的な知識を知らせてあげれば、リスクを避けようとする人は、危険な道を選ばなく

なります。

そして、業務プロセスを改善してしまえば、違反しない道しかなくなるので、あえて抜け道を見つけ

て違反しようとしないかぎり、安全な道を通ってもらえることになるのです。

カード「孔明の扇（メッセージ発信）」を手に入れた！

29第3 章 [ 誰に何を教育すべき？ ] 原因別にアプローチ



故意

③無視

・自分の利益のために行った違反のことです。

・心の弱さによって不正に傾く「性弱説」の影響の場合もあります（④）。例えば、急激な経営

環境の変化や、経営幹部や上司からのプレッシャー、また、業界慣習を変えられない、といったケー

スが考えられます。特に命令されたわけでなくても、こうした状況下で、いわゆる“忖度”のよ

うな行為に及ぶこともあります。

・このような違反リスクを減らすには、経営幹部から明確なメッセージを日ごろから発信しておくこと

が重要です。

 

たとえば、事業活動による利益とコンプライアンス違反が対立した場合、経営幹部が「法令に違

反せず、しかし、売り上げと利益は守れ！」と言うのか、「法令に違反する売り上げや利益は不要

である！」と言うのかにより、社員の受け取り方はまったく異なります。

前者の場合、法令違反をしてもよいという指示ではなくても、社員が「忖度して法令をかいくぐり、

売り上げと利益を守れ」という意味であると誤解して、コンプライアンス違反に至るリスクが残ります。

後者であれば、法令を守るか守らないかのどちらを優先すべきと考えているかが明確です。経営幹

部が意図をきちんと伝えるメッセージを示すことによって、故意の違反リスクを防ぐ効果があります。

その他の要因

④性弱説

「性弱説」によって、普段は善良な社員も心が不正に傾いてしまう、という指摘があります。

 

性弱説とは、「人間は、不正の機会があり露見しにくい状況があれば、弱い心が発現し、つい出来

心で善が悪に変化し、自制できなくなる」というものです。

近年、劇的に経営環境が変化していることを背景に、従業員の会社への帰属意識が低下し、将

来への不安を惹起し、不正・不祥事の引き金になっているというのです。

これまで“性善説”に基づいて信頼され、仕事を任されてきた社員が、経営環境の変化によって

性弱説の考え方に移行してしまうリスクがあるため、それを防止する方法として継続的な教育指導や

チェックが必要となるのです。

参照）吉川達夫・平野高志（2013）「コンプライアンス違反・不正調査の法務ハンドブック」中央経済社

 

⑤不正のトライアングル

もう一つ、不正行為が起こる要因として「不正のトライアングル」という理論もあります。米国の犯罪

学者クレッシーが実際の犯罪者たちを調査して発表したものです。

 

次の３つの要因が成立したときに、不正行為のリスクが高まるというものです。

①「動機」と②「正当化」は本人の心情であるため、他人が知り得ることは難しいのですが、③「機会」

は客観的な事情であるため、ここに対策を講じれば最終的に不正リスクの抑制効果が期待できます。

参照）吉川達夫・平野高志（2013）「コンプライアンス違反・不正調査の法務ハンドブック」中央経済社

 

モグラ（違反リスク）はどこから出てくるか分からない

会社が大きくなるほど、事業の幅が広がり、関連する法令も増えます。そしてさまざまな人が一緒に

働くようになります。

中にはこんな考えを持っている人 も々いるでしょう。

こうした人の心の隙を通しても、「モグラ」は顔を出します。先ほど解説したように、業務の流れや

社内の体制を変えることでもモグラの出現頻度は減らせますが、人の心に働きかけることができるの

は教育だけなのです。

 

コンプライアンス担当の仕事の中で、教育がいかに大切な仕事であるかを理解していただけるでしょ

うか。

 

道を整備する

こうした原因や不正に傾く背景を理解し、それを取り除こうとする仕事は、道を整備する仕事に似

ています。

 

動機 他人に打ち明けられない事情
不正を行う本人の主観的事情であり、主に本人の悩みや望みを解決するために
不正を行うに至った心情や事情を指す。

1

正当化 背信行為の自己正当化
不正を積極的に実行しようとする主観的事情であり、本人が都合のよい理由をつけて、
良心の呵責を乗り越え、背信行為を自己正当化する心情を指す。

2

機会 不正を行うチャンス
不正の実行を容易ならしめる客観的事情であり、会社が行う管理制度、内部統制など
の不備により生じる制度的環境要因である。

3

違反リスクについて無知であれば、たとえ大きな落とし穴がある道でも、分からずに進んでしまう可

能性があります。

教育によって基本的な知識を知らせてあげれば、リスクを避けようとする人は、危険な道を選ばなく

なります。

そして、業務プロセスを改善してしまえば、違反しない道しかなくなるので、あえて抜け道を見つけ

て違反しようとしないかぎり、安全な道を通ってもらえることになるのです。

30第3 章 [ 誰に何を教育すべき？ ] 原因別にアプローチ



故意

③無視

・自分の利益のために行った違反のことです。

・心の弱さによって不正に傾く「性弱説」の影響の場合もあります（④）。例えば、急激な経営

環境の変化や、経営幹部や上司からのプレッシャー、また、業界慣習を変えられない、といったケー

スが考えられます。特に命令されたわけでなくても、こうした状況下で、いわゆる“忖度”のよ

うな行為に及ぶこともあります。

・このような違反リスクを減らすには、経営幹部から明確なメッセージを日ごろから発信しておくこと

が重要です。

 

たとえば、事業活動による利益とコンプライアンス違反が対立した場合、経営幹部が「法令に違

反せず、しかし、売り上げと利益は守れ！」と言うのか、「法令に違反する売り上げや利益は不要

である！」と言うのかにより、社員の受け取り方はまったく異なります。

前者の場合、法令違反をしてもよいという指示ではなくても、社員が「忖度して法令をかいくぐり、

売り上げと利益を守れ」という意味であると誤解して、コンプライアンス違反に至るリスクが残ります。

後者であれば、法令を守るか守らないかのどちらを優先すべきと考えているかが明確です。経営幹

部が意図をきちんと伝えるメッセージを示すことによって、故意の違反リスクを防ぐ効果があります。

その他の要因

④性弱説

「性弱説」によって、普段は善良な社員も心が不正に傾いてしまう、という指摘があります。

 

性弱説とは、「人間は、不正の機会があり露見しにくい状況があれば、弱い心が発現し、つい出来

心で善が悪に変化し、自制できなくなる」というものです。

近年、劇的に経営環境が変化していることを背景に、従業員の会社への帰属意識が低下し、将

来への不安を惹起し、不正・不祥事の引き金になっているというのです。

これまで“性善説”に基づいて信頼され、仕事を任されてきた社員が、経営環境の変化によって

性弱説の考え方に移行してしまうリスクがあるため、それを防止する方法として継続的な教育指導や

チェックが必要となるのです。

参照）吉川達夫・平野高志（2013）「コンプライアンス違反・不正調査の法務ハンドブック」中央経済社

 

⑤不正のトライアングル

もう一つ、不正行為が起こる要因として「不正のトライアングル」という理論もあります。米国の犯罪

学者クレッシーが実際の犯罪者たちを調査して発表したものです。

 

次の３つの要因が成立したときに、不正行為のリスクが高まるというものです。

①「動機」と②「正当化」は本人の心情であるため、他人が知り得ることは難しいのですが、③「機会」

は客観的な事情であるため、ここに対策を講じれば最終的に不正リスクの抑制効果が期待できます。

参照）吉川達夫・平野高志（2013）「コンプライアンス違反・不正調査の法務ハンドブック」中央経済社

 

モグラ（違反リスク）はどこから出てくるか分からない

会社が大きくなるほど、事業の幅が広がり、関連する法令も増えます。そしてさまざまな人が一緒に

働くようになります。

中にはこんな考えを持っている人 も々いるでしょう。

こうした人の心の隙を通しても、「モグラ」は顔を出します。先ほど解説したように、業務の流れや

社内の体制を変えることでもモグラの出現頻度は減らせますが、人の心に働きかけることができるの

は教育だけなのです。

 

コンプライアンス担当の仕事の中で、教育がいかに大切な仕事であるかを理解していただけるでしょ

うか。

 

道を整備する

こうした原因や不正に傾く背景を理解し、それを取り除こうとする仕事は、道を整備する仕事に似

ています。

 

一般社員

コンプライアンスは
対応が面倒だよ

幹部社員

売上を達成するには、
多少のコトは必要悪だ

役員

会社を守るために、
問題を隠さなければ

一般社員

難しい法律を
理解するのが大変だよ

幹部社員

ビジネスはスピードが勝負！
足かせをなくせ

社長

私の代で問題が
あらわになったら困る

違反リスクについて無知であれば、たとえ大きな落とし穴がある道でも、分からずに進んでしまう可

能性があります。

教育によって基本的な知識を知らせてあげれば、リスクを避けようとする人は、危険な道を選ばなく

なります。

そして、業務プロセスを改善してしまえば、違反しない道しかなくなるので、あえて抜け道を見つけ

て違反しようとしないかぎり、安全な道を通ってもらえることになるのです。

31第3 章 [ 誰に何を教育すべき？ ] 原因別にアプローチ



故意

③無視

・自分の利益のために行った違反のことです。

・心の弱さによって不正に傾く「性弱説」の影響の場合もあります（④）。例えば、急激な経営

環境の変化や、経営幹部や上司からのプレッシャー、また、業界慣習を変えられない、といったケー

スが考えられます。特に命令されたわけでなくても、こうした状況下で、いわゆる“忖度”のよ

うな行為に及ぶこともあります。

・このような違反リスクを減らすには、経営幹部から明確なメッセージを日ごろから発信しておくこと

が重要です。

 

たとえば、事業活動による利益とコンプライアンス違反が対立した場合、経営幹部が「法令に違

反せず、しかし、売り上げと利益は守れ！」と言うのか、「法令に違反する売り上げや利益は不要

である！」と言うのかにより、社員の受け取り方はまったく異なります。

前者の場合、法令違反をしてもよいという指示ではなくても、社員が「忖度して法令をかいくぐり、

売り上げと利益を守れ」という意味であると誤解して、コンプライアンス違反に至るリスクが残ります。

後者であれば、法令を守るか守らないかのどちらを優先すべきと考えているかが明確です。経営幹

部が意図をきちんと伝えるメッセージを示すことによって、故意の違反リスクを防ぐ効果があります。

その他の要因

④性弱説

「性弱説」によって、普段は善良な社員も心が不正に傾いてしまう、という指摘があります。

 

性弱説とは、「人間は、不正の機会があり露見しにくい状況があれば、弱い心が発現し、つい出来

心で善が悪に変化し、自制できなくなる」というものです。

近年、劇的に経営環境が変化していることを背景に、従業員の会社への帰属意識が低下し、将

来への不安を惹起し、不正・不祥事の引き金になっているというのです。

これまで“性善説”に基づいて信頼され、仕事を任されてきた社員が、経営環境の変化によって

性弱説の考え方に移行してしまうリスクがあるため、それを防止する方法として継続的な教育指導や

チェックが必要となるのです。

参照）吉川達夫・平野高志（2013）「コンプライアンス違反・不正調査の法務ハンドブック」中央経済社

 

⑤不正のトライアングル

もう一つ、不正行為が起こる要因として「不正のトライアングル」という理論もあります。米国の犯罪

学者クレッシーが実際の犯罪者たちを調査して発表したものです。

 

次の３つの要因が成立したときに、不正行為のリスクが高まるというものです。

①「動機」と②「正当化」は本人の心情であるため、他人が知り得ることは難しいのですが、③「機会」

は客観的な事情であるため、ここに対策を講じれば最終的に不正リスクの抑制効果が期待できます。

参照）吉川達夫・平野高志（2013）「コンプライアンス違反・不正調査の法務ハンドブック」中央経済社

 

モグラ（違反リスク）はどこから出てくるか分からない

会社が大きくなるほど、事業の幅が広がり、関連する法令も増えます。そしてさまざまな人が一緒に

働くようになります。

中にはこんな考えを持っている人 も々いるでしょう。

こうした人の心の隙を通しても、「モグラ」は顔を出します。先ほど解説したように、業務の流れや

社内の体制を変えることでもモグラの出現頻度は減らせますが、人の心に働きかけることができるの

は教育だけなのです。

 

コンプライアンス担当の仕事の中で、教育がいかに大切な仕事であるかを理解していただけるでしょ

うか。

 

道を整備する

こうした原因や不正に傾く背景を理解し、それを取り除こうとする仕事は、道を整備する仕事に似

ています。

 

違反リスクについて無知であれば、たとえ大きな落とし穴がある道でも、分からずに進んでしまう可

能性があります。

教育によって基本的な知識を知らせてあげれば、リスクを避けようとする人は、危険な道を選ばなく

なります。

そして、業務プロセスを改善してしまえば、違反しない道しかなくなるので、あえて抜け道を見つけ

て違反しようとしないかぎり、安全な道を通ってもらえることになるのです。

32第3 章 [ 誰に何を教育すべき？ ] 原因別にアプローチ


