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2015年4月、明治学院大学に法学と経営学との2

つの視布から問題解決をめざすことを目的とした新し

い大学院前誕生する。その新しい対議形式と内容を模

擬授業で紹介する。

！はじめに

2014年10月31日、文部i科学省は、わが国で初めて、

「法と経営学J という名の大学院（2 ~！＂のマスターコース）

の設i丘を認可した。2015年4月 1日に、明治学院大

学に「法と車到2学研究不1-Jという名の日本で最初の大

学院が誕生する。

「法と智ぷ学研究季uという新しい大学院では、会

柴やNPO~；のあらゆる組織が直而する検々な問題に

ついて、智止学と法学の2つの悦肋、ら問題を分析し、

総合的な問題解決案を挺請をできる人材を育成する。

ホ＊＊

現代は王手！”j化が極端に進んだ社会である。したがっ

て、新しい研究科でも、大学院生は、紘営学と法学の

専門知識を判符し、J.!/I”l分好で年功lに通用する修士論

文を作成しなければ、修士号 ＜Masterof 13usiness & 

Law）を修得することができない。専門知織とその応

m力がなければ、社会で生起する生娘！£な！日j姐を解決す

ることはできないからである。

しかし、現在進行中の専門化は、「縦割り行政jに

代表されるような弊害も生み出している。社会に生起

する複雑なi::i;mは、複数の専！”l~Hfにまたがっている

ことが多く、 1つのWI”l分野に粕過していたとしても

必ずしも解状できるとは｜決らないためである。

たしかに、分!l!fの~－なる複数のJ..'i門家が集まって1::1

組の解決に当たることは可能だが、そのときには、松

数の専門家のな見を統合して1つの楽にまとめる能力

を布する人材カ守口可欠となる。それぞれのJ_I,(門家は、

別々の解i'J.喋を提案するため、それを束ねて松適解を

導くには、複数の専門分野・をマスターし、桜数の守且点

からllll題を分析し、それを統合する能力を有する人材

が弓守可欠となるのである。

191治判がミ学に新設される「法と給＇g＂学jという大

学院は、現イ℃社会カ味めているそのような総合判断の

できる人材を義成しようとしている。

＊＊＊ 

その実現方法は、佐高学の6つの学問分野 （(i湘織

自体②金融市場、①人占利I助、①l崎4

信激j』.fl則迎市4鈴）を~盤とする。 そこに、 法学の6分野

（①会社法・NPO法、＠金融法、 ①労働法、＠契約法・知的

財産法、信濃ifiit・経済刑法、 Rfi政法・税法・手続法）を

重ね合わせ、それぞれの炉舟で生起する代表的な問題

を］政り」ニげる （ケース研究）。

その際、それらの問題について、車~首学と法学との

双方の視点から分析し、総合的な問題解決カt提案でき

るように、 2人の教員が1つの事蛙主に入って学生と議

論しながら講義（ビジネス総論）をしたり、オムニバス

形式の卵焼（中小企業研究）で1つの11：胞を多面的に考

えたりして、総合力を養う。さらに、そこで学んだこ

とを3ほ語に生かすために、フィーJレドワークとしての

エクスターンシップを必，{it科目として充実させ、実務

に応JI!できる 2つの専門知m~をマスターした人材を養

成することにしている。

＊＊＇ド

次頁の図、および、48頁の図は、皆目学の6分野に、

再編成した法学の6分野を対応させたものであり、組

織に生じるさまざまな問題に対して、両者を常に考l直

し、それらをオーバーラップさせて、 2つの主見点から

問題を分析し、総合的な判断を下せるような訓練を実

施していく。

*'I之 2ド

これから紹介する岐擬消義は、明治学院大学に「法

と皆目学研究科Jが設立認可されることを恕定して、
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経営学の研究分野

経営学と法学を融合する授業の雰凶気を知ってもらう

ため、給自学を専攻するやjllJ］良と法学を専攻する加1n
山茂とが協力して2014年5月7日に行った悦綬講義

をビデオに収録したものに多少の修正を行ったもので

ある。秘義に際しては、布11mゼミの学生6名に参加を

呼びかけ、質旋応答に加わってもらった。

2ド＊~ミ

新研究科の大学院生の募集は、 1::1近に辿った2015

j，~ 1月13日（火）からIJfJ始さオ1..-入学試験は、 2月28日

（土）に設定されている。以下の側提授業の品協言己録を

読んで、新しいT!if先科への~lW~を深めていただけると

幸いである。

なお、棋倒受業のピデオを含めて、入試＇~；の詳しい間

報は、ホームページ（http://www.meijigakuin.ac.jp／～

mbl/）に掲載されているので、適宜参照｛いただきたい。

1 講義のテーマ
（組織のリスク・マネジメント）

神田 今日は、経営学を専攻している私｛判lllJ）と法学

部の加賀山先生とで、桜t疑投柴をしながら、IYJ治学院

大学に新しく設立される大学院 （修士課校）の「法と

仕立学」研究科について（何しろ、「法と掛押印f矧りと

いうのは、日本で初めての大学院なので）では、どういっ

た授業をするのか、そのプロトタイプを、 2人で示し

たいと思います。

テーマにあげたのは、マネジメントでもifi要である

し、法tit上でも非常に旦袈である「不正とか不：U;•Ji.に

~する組主主としての対応J という 11lij分野lこかぶるテー

マについてあ制定したいと思います。奇Ctiliマ：の十Jl/1ゅ、ら

いう と、これを「リスク ・マネジメントjとl呼んでい

ます。

最初に、「なぜこのようなことを考えないといけな

いのかjというところですが、実は、かつて不祥t:iJi:っ

てそれほど大きなものにはならなかった。けれども、

今では、大きな粧品：r.~唱になってしまった。

以前は、君たちがやっているようなツイッターとか

がなく、 m親切司舜i時に伝摘することはなかったわけで

す。それが今や、隠すことがほとんど出来ない状況に

なっている。今の状況でいくとそれがすぐ見えあやう、

「可鋭化Jしている状況にあるわけです。それで不祥

事が表而化しやすくなる。しかもそれがいっぺん起き

るとlli'悩 11Zi.J｛生じて、企mそのものの存在までも脅か

さt1..ることになる。

さらに、こういった不正や不祥ミrr.がすごく複雑にな

っているという杉司兄もあります。つまり、ビジネスが

かつてはlつの企業で完結してやることが可能だった

けれども、今ではいろんなところと関連してはじめて

ビジネスが成り立つものになっている。そうすると、

lつのところで坦こった不祥事が、ほかの組織にも全

部及んでしまうという形になっている。知らなかった

では済まないことになる。そういうことからすると、

非常に複雑な形てておY査というか、コン トロールしない

限り、いつ何時、自分の組織にトラブルがふりかかっ

てくるかもしれないという：！Rt兄になっているわけです。

2 最近の不祥事（美白化粧晶事件）

神田 さて、 :11，（近に起きた不祥事について、君たち

は何を知っているのかな。

学生最近だと、カネボウが発売した肌を美自にす

る1oc'lJ-n｛入っている化粧品を使用した人の肌に興常が

生じてしまったような不祥事があげられると思います。
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神田 これなんかは典型的だけど、M&Aによって花

王という親会社があって、その下の化粧品司E業の一部

門がカネボウという形になったわけでしょ。だけど、

親子会社という形になってくると、当然のことだけど、

カネボウの問題に対しては、花王もこれに対して対応

しなきゃいけないということになっているし、相当莫

大なll昔前金にも対応しなければならない状況になる。

だから貌会社としてはそうした不十：同Lは司il)ljに｜泌が

なきゃいけないという状j比だったわけです。結来的に、

もうカネボウから化粧品を：aおうという人カf相当少な

くなるかもしれない。しかもあの美白品だけじゃなく

て、 1臼三製品にもWl拘汲ぷこともありえる。そうい

う意味では、中II当インパクトが大きいわけです。

加賀山 今みたいに、企業の社会的な寄附Iiiが下がっ

てしまうと、まず、顧客が滅りますよね。金融機｜刈も

不正をやっているところにはお金を貸さないというこ

とで、資金をry1き上げらたりすることもある。取引先

にもf,~~：＇！＇が山る。 あそことは取引しないでおこうとい

う行動にでることもあるので、総営的に危機的な状況

カ湛こる。

それだけではなくて、化粧品を売って損害カ混こる

ということになると、これは不法行為という民事'i't任

がIll！題となる。さらには、 Jfl同va任も川題となりえま

すね。jflJH初句集せられると、 i'i任者はしばらく会社に

来られなくなってしまう。人材が減ってしまうという

ことですね。 それから、民事武任も、~，），・に、 lbl近は、

追及される民事責任の動向
適用される民；去の条文（トップ10）の変化

眼前～昭和束まで 平成～
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｛吏JH者責任が厳しく問われる。例えば、災自するため

の原：tq・料の中に危害原因物質がはいっている、それを

危ないということを知りながらとか、知らずにうっか

りと使っていると、会社自身がi't任を負わされる。抗

害賠償額がどんどん大きくなってくる。破産の危険性

もでてくる。つまり、法律的にみると、民IMiff：と刑

事'i't任の追及がなされる恐れがあるということになっ

てくるわけですね。

I 3 不正不祥事と附

神田 さて、そのような状況の中で、じゃあ「不正J
って何か、「不祥事Jって何か。

問~｛~で剥べると、例えば、正しくないこと、不正、

誠意でないことです。つまり正しいって何か、誠意っ

て何か、というある種の倫理問が必要になってくるわ

けね。ある意味じゃ当然、のことだけど、我々には倫理

観はあるけど、倫理観て企てのルーJレが決まっている

わけじゃない。だから、あるところはさすがに倫理で

考えて、これは悪いと共通して考えられるけれども、周

辺的なところ中、案外、ある人は「いいじゃんJと

考えるし、ある人は 「いやちょっと追うんじゃないのJ
というように、多少ぶれることがままあるわけだよね。

その意味からすると、正と不正の基準は、必ずしも明確

であるわけではない。しかも歴史的に変わってくるこ

とが大いにある。また、社会の状況によって変わって

くることがあるわけね。つまり、不正の判断基俸は、一

定じゃないということ州自提になってくるわけです。

加賀山 戦前から昭和の末までと、平成の初めから

末まで町政判所で、民事責任について、どういう拡~w

が適用されたのかというのを調べてみると、不法行為

が多いですね 佐の図割！日）。

民法の代表的な条文である民法709粂によれ（;f，「故

意又は過失によって他人の純利若しくは法作上保護さ

れている利益を伝書してその紡兵部ii！｝を生じさせるJ
と、その者には、「損害賠首位T任が負わされるJと規

定されている。つまり、不法行為をした人自身は、も

ちろん賠償金がとられるけれども、それにとどまらず、

民法715条では、原われた人カ河ミf:Hf為をやったとき

には、直接にやっていないトップがJ.T任 ＜1!cl11:r.i・(11)
を問われる。こういう：！Ji-例は、以前は、 Jt1民的少なか

った。ところが平成になってから民法715粂の佼丹l者

立任がどんどん範囲を拡大しており、 :tn~！；.徹もすごく

I拾えています。ですから従業日がしたいろんな不祥事
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で、会社自身がw任を問われることがすごくi{'iえてい

る、額も増えているということですね。

神田株式会社でみると、株主がその会社の決定が

非常にまずかったと訴えると き（会付法847~以下、い

わゆる株主代表訴設）、かつては、その訴えでとりたい智i

に対応する訴訟賀川、供託金 cm保）をださないとい

けなかったが、今それが少傾 （~:JF；なWllは－11! 1 万3.000

円、担保は、通常は不~）で訴えることが可能になって

いるわけ。したがってl陥官役はそういう芯J床では、いつ

損害賠償をとられるかわからないという状況にある。

要するに、立思決定としての経営方針で問逃った場

合、 刑事前だけではなく、ある般のビジネスの損失を

生み出しちゃったときに訴えられるっていう状況もあ

るわけ。だからそういう意味からしでも、こういった

「不正Jとは何かを考えないと、自分たちも危ないと

いう杉守兄になっているわけね。今では、取締役はなる

と大袈だね。

不祥事の責任追及が厳しくなっている状況からする

と、不正の判断基準があいまいなところで、じゃあ、

どこまでやっていいのかいけないか制ljllfrするのは非

常に難しい。でも組織と しては、そへを判断して行動

せざるを得ないという状況になるわけ。

そのときにじゃあ何をしたらいいのかというと、少

なくとも2つのポイントをあげなきゃいけない。

1つはやっぱり現状で不正がどうなっているかを、

ちゃんと把慢しなきゃいけない。これはある意味で義

務である。もう 1つは義務ではなくて、将来はどうな

っていくかという判断です。法11tとカ叶命型観とかは変

わっていくからね。去年までやってよかったことが今

はやってはいけなくなっている可能性が大きいわけだ

よね。例えば、ネッ トビジネス。今まで法律が追いつ

いていないから、かなりえぐい商売してもどうにかゃ

れた。それがだんだんルーJレ化されてくる。そうする

と、そのルーJレに従わない｜決りネットビジネスができ

ないという形になってくる。

手涯を書日3
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例えば、今のところでいえば、アメリカのアマゾン

が日本で売ったときに所得税を払わないわけだよ。ア

メリカでも払わないし日本でも払わないっていう、こ

れはおかしいだろうという話になってる場合もありう

る。

世界の状況からすると、やっぱり税金はちゃんと取

ろうということになって、ネットビジネスに対して、

JレーJレが変わってくるっていうのは、前自が考えても自

に見えている。そうすると、近い将来、これは法律と

して車Iりカfかかってくるということカfわ治、ってくる。

そういう立1J,k-r現状を知るとともに、変わっていく方

向性を考えながらどうするかということを考えるのが

やっぱりポイントになると思うわけね。

I 4 過失の同済学j分析

加賀山 民都責任を追及される場合に、故意（わざと）

でやって損告を発生させると、損害賠償の対象になる

し、刑事例にもなるけれども、過失 （不注慾）で損害

を発生させた場合にも、民IJT.f.i任の場合には、故意と

過失は同じに扱われます。故意で損害を発生させても、

過失で損害を発生させても損害n部t額は同じになりま

す。アメリカでは、故意でやると、場企によっては、

生じた損害の3倍も賠償金を取られるということです

ごく危ないのですが、日本では、故意でも過失でも、

J!甜I省iは同じ傾です。

では、「過失」とは何か、 どのように考えられてい

るのかというと、これを経済学的な部L点（法の経済学

分析という飢収）からみてみると、2紗もと説得力がある。

責任を追及される基準としての過失
j去と経済学の視点

過失晶り 過虫(ii..

一＿，仁，＿.＿，＿.__ , . -•- JO －ー一一守
行畠‘2・z

，，’ICこtu.してよい．し／J'I....嘗を.. 小にするよう信珪1£1込うペ舎で，，~.

図のように、注意を払っているとします。ミスを起

こさないようにするためにマニュアルを作ったり、い

ろんなその仕組みをつくったりするわけですね。第1

に、この図のJJ;t点から始まる線が右上がりの直線にな

っているのは、ミスを起こらないようにするために伐



mがどんどんかかるからですね。第2に、賀川をかけ

ればかけるほど、損害というのは雌かに減ってくる。

左上から始まる線が、右下がりの11!1線になっているの

は、注意の引用に反比例して損害が減少するからです。

しかし、どんなに注意をつくしても航者がでてくる場

合がある。 この1始にも法律上｝＇.t任を負わせるのかど

うかというと、過失があるときだけ立任をねわせまし

ようということになっている。

じゃあ、過失があるかどうかの州、れ目をどう判断

するか。理！論的には、この注意をはらうために要する

費用（右上がり直線）と損害がどれだけあるかという損

害（低減ill幌）を全部足すと社会的費用（凹1111線）になる。

そして、社会的費用が最小となる、 1帯低くなってい

るところで、適切な注意の此が決まる。つまり、これ

より少ない注意しヵ、払わないと過失と判断される。反

対に、これより多い注意を払えば、過失はないという

ことになる。私たちが払うべき注意の此は、このよう

に、社会的自仰が最小となる点で決まるというのが「法

と経済学」の考えていることです。

5 損害額はどのように算定される
のか

学生 n古Krtすべき損害のz1：定についてなんですけど、

具体的な基準のようなものっていうのはありますか。

加賀山 誰かが損害を発生させたとします。そのと

きの損苫ーって一体と’のようにして詐定するのかという

のは、法律的には、「差額説」という考え方が探mされ

ています。

もしも、その事故が起こらなければ、被告者の！材産

状態はどうなっていたか、その事故が起こらなかった

ときのあるべき仮想的な財産状況を想定し、そこから

実際の財産状態を引き詳して、どれだけM産が減少し

たかを;lit)：します。具体的には、どう託1-i＞：するかとい

うと、出q~を積み立てていく 。

例えば、交通事故が1番よくマニュアJレ化されてい

ます。交通事故で怪我をすると治拡mをIM＆しますよ

ね、治療費っていうのが差額になりますよね。それか

ら通院するときのタクシ一代とか入院の白川とかを差

額として1読み上げる。もう 1つは、もしn：：，枚カ泡こっ
ていなければもっと働けていた、 それなのに、J)f放で

休まないといけなかったっていう休業訓計、マイナス

の部分ですね。そういうものも珪縦とするというよう

に、損害の項目カ詮部決まっている。それを差千rriとし

て積み上げることによって全体の則容がいくらかとい

｜模搬業一学J

うのを算定することとなっている。そういう算定をす

るマニュアJレ本もあるんですね。交通IJi-1＇＆の損害 lllHrt

に関する赤本・W本（1111'述交通事故センタ－ r民司攻通

iii放訴訟 ·m害賠償干(1(11:£/M~J）といって、書店で売ら

れていて、裁判官とか弁護士はそれをちゃんとみて、

チェックして損害額がいくらになるかを決める、そう

いう手続をしていますね。

神田 マネジメン トサイドからすると、実際そうい

うもの （似割問rm定基地）があることが重要で、｛支が

社長だったら、どういった事故を起こしたらどのくら

いとられるかを考えるわけです。そうすると、その事

故にみあった形で、どの初立、給料とカ喚件を整えて

事故を起きなくするか、さっきの話 （法と経済学） だ

よね。伎は注意しはじめるわけだよ。どのくらいコス

トをかけたら、どのく らい事故を｜妨げるかを考えるわ

けだよ。そうすると、この理論を尖践としてやってい

くオコけ。

あまりにもq~fl)をかけてもほとんと効栄ないと思っ

たら、そこは次だなと思うわけだよ。マネジメントと

しては、ちょっとやることによって効果が出るとした

らここに金をかけようかなっていうふうに考えている

わけ。実践的に我々が動く結来、論理的には、こうい

った形の「法と経済学」の行動パターンをとっている。

市副での認を柄 7 ｝ 
企車活動はヒト．毛ノ．ヵ~.といった陸宮町耳を市織から綱遣しー
それを活用することを過して．割品・サービスを主；，：担l..
社会的信箇箇を付加して.I司ぴ市場へと白人してい（（，(7)でめる．

こうした活勘由すべてに閉して．守9ベt!Jレーn,h•1>0

企ir;

人事・肯路

主立

削隔・日現・。

そういうわけで、現花の市場の中で、「不正Jとは

何カ喫lらない｜取りビジネスは展llllできない。ビジネス

というのは、製造業を引にいれると、いわばヒト・モ

ノ・カネというようなところを市1必から調達してくる。

それを使って物をつくって、それを売って市場に流し

ていくという形になっている。こういったビジネスの

流れに沿ったイJ:.~Ji'.に附して、 尖はいろいろルールが決

まっているわけ。
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ヒトないしは人事・労績に関わる凡戸ル
・t軍用‘労働鈎問‘賃金．民lb.週目置など
．安全・健康・徳利厚生など
－男女扇周平等．ハラスメントなど

モノないしは生産に関わるJレール
・下II適正限引．不~取引に閲する館前i:;ど
・It遺物責径．食晶安全．有嘗化学物質.l.ll制fJ.ど
・安全・衛生.&ltfJ.ど

カネないしは財務・経砲に関わるルール
・金書虫歯＆<IUJ>取引．銀行取害，，..ど
・経理.JUI純量l. 内!SI:蜜~ど

僻絡ないしは知財に関わる凡戸ル
・純鈴、知的財産~ど
・f官飽温洩f,lど

主高苛京高

そういうときに、極端に言えば、生産管理の場合は、

生産効率をどうしたらいいかということだけを議論す

る。もちろん安全というのは非常に重要で、品質管理

も重要だと議論するけれども、それがどういう形のル

ールに縛られていて、これを破ることでどういったコ

ストがかかるかは、必ずしも明確には議論しないこと

もある。

ところカ覗実のビジネスでやるとなると、それを知

ったうえで行動しなくてはいけないということがポイ

ントになる。そういう意味で、法と経営の2つのルー

ル、いわば重ねたところに現実があって、それを知る

のがビジネスを知るということになる。

6 経営学と法学との融合とは

加賀山組織からみると、その組織をいかに活性化

させてみんなとハッピーに仕事ができるかということ

を考えなければいけない。この組織っていうのは、あ

るものを入れて（Input）、そこで、それに付加価値を

つけて、その結果を市場に送り出す（Output）という

位姐みですよね。

それをもう少し具体的に示すとこちら（経営学にお

ける6分野）になる。

組織と市場に関する法

6つの分野を想定して経営学の学聞ができあがって

きたわけですけれども、そこにこう法律をうまく当て

はめると、第1に、組織自体は、会社法、 Np O法、

第2に、金融市場については、金融法、第3に、労働

市場については、労働法、第4に、原材料市場につい

ては、契約法、知的財産法、第5に、マーケテイング

の分野では、経済法、不法行為法、第6に、政府との

関係では、行政法と税法というように、法律を経営と

一緒に学ぶことができるそういうことがわかったo

そういうわけだから、経営学と法学とをバラバラに

勉強するんじゃなくて、これを統合的に融合して勉強

することになると、 2つの専門をわかって判断できる

人、リーダーシップをとれる人がでてくるわけです。

今までは、専門というのは分化していますよね、そ

れぞれ1つでも経営だけでも難しい、法律だけでも大

変なことだから、みんな1つの専門を習得して社会に

でていこうとしたんだけれど、いった川土会にでると、

1つの分野では解決できないわけでしょo

そうすると、みんなが寄り集まっていろんな知恵を

出してやればいいって思うかもしれないけど、みんな

がいろんなことを出したときに、最終的に決定する、

どうしたらいいのかを総合判断できる人が今度はいな

くなる。

総合判断するためには、少なくとも 2つの専門をお

さえている人、つまり、一方の専門のことがわかる、

他方の専門のこともわかる、だったらこうしようとい

うことが決断できる人が今社会で求められている。縦

割り行政じゃなくて、それを横断的に融合できる人間

というのが求められているけれども、全部やるのは難

しいから、まず2つ、法律と経営だけでもやってみよう

じゃないかということになったo

例えば、先生も 2人税僅に入って、ある 1つのケ

ースについて講義をする。先ほどの例だったら、美白

事件とかを、 2人の先生、すなわち、経営をよくわか

っている専門家と、法律をわかっている専門家が、そ

れぞれの視点からケース研究をする。学生はそれを見

ながら、「横断的な学習とか総合的な学習jとはこう

いうことなのかということを理解してもらうというこ

とを考えているわけです。

学生私たちは、 1つの分野を4年間で大学で学ぶ

のも大変だなって感じているんですけど、大学院は2

年しかないですが、それをどうやって2つの分野を具

体的に学んでいくのでしょうかロ

加賀山 はい、これは難しい問題ですよね。

私たちも、いろんな先生に働きかけてみたけれども、

2年じゃ無理だ、 4年はかかりますよと言われた。



けれども、よく考えてみると、私たちは、これまで、

六法というのを基本に教えてきた。すなわち、患法、

民法、刑法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法という 6

つの法律を中心に考えてきたんだけど、それを経済学

の6分町・に当てはめようとしても、でてこないものが

多いわけです。

だから、これまでのように、 ljiに六法を学ばせるの

ではなくて、 この＊£＇ffi•学がやっている組織とかこの会

社とかのi官官をするために法手作をどのように考えたら

いいのかっていう形で、 6分野に該当する法伴分野を

当てはめていく と、 仕出・を学ぶと同時に、 法律も一緒

に学べてしまうわけですね。

比ゆ的にいうと、例えば、大きなマメが一杯に入っ

たコップがあって、そこに小さいマメをいれると 2つ

のものがきちんとつまる。大きい豆が入って一杯だと

思っていたコップには、 笑は、小さい豆の入るllj;!lllJが

あいていたのですね。2年間で、 1つの共通の土台の

上に、 今までやらなかったことも含めてきれいにかぶ

せて、 仕立という飢！~と拡＃という観点の双方で事例

を分析し解決案を見つけるという方法だと、 2~1~111.Jで

両方とも学べるんじゃないかということを考えたわけ

です。

教貝は大変だけど、 2人が粗みを組んでみなさんに

教える。 皆さん方は、 ＊~古学的にはこうだったけど、

法律的にはこうなんだ、反対に、 位二信Eではこうだった

けど、 kf');I•的にはこういうことも考えなければいけな

いということを、 一緒に学んで、しかもリーダーにな

ってト ップになっていく。リーダーシップをとるとき

には、法律のこともそこはよくわかってます、 iヨ？首の

こともわかっています、じゃあこう判断したらどうで

すかという提案ができる人になっていく。

7 グローバル化への対応

神田 ！当分が将来どういった方向でキャリアを考え

ているかによって、やっぱり選ぶ領域がでてくる。

第1に、マーケティングをやるんだったら、例えば、

そうした領域のところを中心にした形で勉強すればい

いわけね。

第2は、ビジネスは’；；＼・に変わっている、法律も、当

然変化する。 でも 2ゴl~HIJで学べるものはベーシックな

ところで、それはそう変わるわけで酬はないんで、基本

的なところは、 同領j或で学べるだろう。

~~3 は発屯1法です。 法体の発11'.!t去、 どういう形’日勿

事をとらえるのかという捉え方です。ビジネスをやる

人の現実の捉え方、この2つの基本的な考え方、これ

を身につける、両方身につけることが重要で、これに

よって社会に出たときに応用力がつくというのが、

我々の発想です。

だから、全部l00%j:f:えて山て行け、なんて思って

いない。今言・ったように、最小限、両知illHこブリッジ

をかけてちゃんとした実務的な判ぽ「ができる人HIJを育

てることが目標。この立l床でのベーシックを身につけ

ることが重要だと思う。

第4は、不正っていうことを考えるとき、世界の動

きをまHらなければならないということが、もう一方で

ある。日本の企業は、 内なるク．ローパjレ化と外に向け

たグローバル化の両方に対応しなければならない。そ

ういう意味ではどんとeんグローバル化の波がよせてき

ている。そうすると、 今までは日本の囲内ルールでや

っていま したというけれども、これはアウトでありま

す。ill:界のル一Jレをちやんと知1つたうえでピジネスを

展｜；日しない限り、世界ではビジネスができないってい

う状況になる。世界のスタンダー ドを知ることが重要

であるということです。ルールには2つの種類があっ

てデ・ファクト（defacto）スタンダードというのと、デ・

ジュリ（dejure）スタンダードの2つがある。

デ ・ ファク ト ・ スタンダードというのは、ヨ［~ニの

Jレールをイ乍っちゃえというもの。 f~Uえばアメリカなど

の大きな企業、大きな国の経済をもっているところが

そういうふうにやってきた。現実としてこれやって成

功したからこれがルールになりますよという形でやっ

てきたわけね。

デ ・ジュリ・ スタンダー ドというのは、これに対し

て、ちゃんと一定のルールを決めてからやりましょう、

一定の拘束ルールのもとで運営しま しようという形に

なる。それが例えばISO（国際標継化機約）。以後、ヨ

ーロッパではそういうルール作りをずっと積み重ねて

きた。これの動きをまIIらないと笑はだめだっていうわ

けです。

もう 1つは、企業自身が、自社内で不祥事をチェッ

クする内背i)t,:o（，－；：査を強化することです。つま り、ビジネ

スっていうのはお金を儲けさえすればいいという考え

方をかえることです。例えばl立界金融危機を契機に、

内部I/iii'.視しっかりしようやという動きがIllてきたわけ

ね。SOX法 （上場企業会:lli&:l(iおよび投資家保護法）カえ

そ~1.。 これによって、企業の中でビジネスを展開する

ときには守るべきルールがあるんだ、これをちゃんと
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明有正にしましょうって百Eになった。

で、同じようなことが日本でも］－SOXC内部統制）

という形で進んでいるわけで、そこでその動きはちゃ

んとみなきゃいけない。例えば社会的立任を果たして

いる企業のほうが長続きする械E向清い。一時的に利

益を出すのはJ思いことしたらできるかもしれないけれ

ど、長期的にみたら、ちゃんとrt・任を来たしながら行

動している企業のほうが、長く利主主を継続的に生み出

してくれるに違いないというふうに思うわけ。「社会

的立任を来たしていますJ、いや、 「社会的責任を来た

していません」という、その程度をはっきりさせて責

任を来たしている草割支の高いところに投資しませんか

という、同士会的Uf壬投資」というような投資の仕組

みさえ山てきている。そうすると、企業はその中にさ

らされる。企業はビジネスを展開するためにお金を集

めないといけない。投資してくださいというんだけど、

そのときに投資する人が、何を考えるかというと、「お

前のところは儲けるだけじゃなくて社会的資任を来た

しているのかということをチェックしたうえで投資し

ますよJという形になってくる。

そういったルールも実は考えないと、正しくないこ

とをしている会社だといわれてしまうわけです。

もう 1つ、先進的な企業の励きをみるということで

す。意識の高い企業はどのようにリスク管理を展開し

ているのか。そういったところってーイ本とεういったこ

とやっているのかということをおさえることカfポイン

トだと考えるわけ。

少し古いデータになりますが、多くのリスク項目に

ついて、その実施の程度と、実施に対する満足を調べ

た統計があります。 実施度カ~jくて、満足度が；白い企

業はどのようなリスク管理をしているかを、調べたも

のです。

これによって、リスク感受性がi恥、企業はどのよう

なリスク項目に対して対応策ーをとっているのか理由平で

きるのです。

もう 1つ、特に会社会体のリスクをどういった形で

コントロールしたらいいかを考える人が、取締役の中

にいるかいないか、またはそれを功：！”lでやっている部

署があるかどうか、というのを制べたのがこのデータ

です。

そうすると、そういったi焔古IW'lを持っているのが、

4~11］程度です。 つまり 4割のところはちゃんと組織的

にリスク也：恐！をやっていますよってことになる。

では、そうした休主張的にやっているところとやって
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いないところで何か述いがあるのを知りたいわけで

す。データからは、そうした企業は、体系、的でない企

業と比べると、すべてのJJ'i自においてリスク管理がう

まくいっているんだということの示唆であります。



今後の取り組みに対しでもllflいています。リスク管

理システムの未設世グループよりも、設世済み企業の

ほうが、今後ももっと其刻にやりたいっていう立椛を

持っている。このことは、今でも差があるのにもかか

わらず、今後も、実は、ちゃんとリスク包・理部門をつ

くっている所は、もっとリスク包：理7う{j'.::jくなっていく

可自制生が大きい。つまりどんどんどんどんリスク杭：J}j[

に｜対して企業1:0の絡差がでるという状況となっている

のです。

F不正のか刈罪

神田 もう 1つ、不正のパターンがある。人lllJは必

ずしも強い存在ではないですから、ややもすると、出

来心で悪いことを考えることもある。それは、個人が

思いだけでなく、笑は、組織が不正を防止するような

位刻み ・仕掛けを作つてないからでもある。

加賀山犯非のパターンと法律の話ですが、法作で

は、罪刑法定主義といって、 Jfllf向を謀すには、はじめ

からこういうことをしちゃだめですよということカf性

かれているわけです。

次の頁の図は、刑法という法千Itがどういうものを犯

罪として罰するかということを示している図て寸。体

系的に示すと、犯罪ってたくさんあるでしょう。

これらの犯罪は、あらかじめ全部決められている。

これは刑法と刑司市訟 法というのを学習すると体系的

に顕の中にはいる。それruニのことはないわけね。こ

こに漏れることは倒せられない。

学生 この中でl番多い犯されやすい非とかつてあ

るんですか。

加賀山犯罪白山；によると、 L 般刑法犯の大半を占

めるのは、窃益 （平成お年は75.3%）です。その他の犯

Vilで多いのは、官閥均損壊、柿領、詐欺などです。

市民レベルのjドI~者に｜刻わるlffl題ですと、お金を預

かるというところから起こる犯罪がすごく多いです

ね。古くは世間間駅l~件が1f名て寸。これから金（金

地金）の他段が上がりますから、代金のお金を預託し

てくださいと言って、それを全部流用してしまったと

か、いろんな司H'I：がありますが、大概は、お金をまず

預かります。それを何倍にしますと、いろんなことを

言うんだけれども、結局返さないて全 部7i’iえてしまう

という、そういう犯非がl祢多い気がしますね。

9 不正防止のマネジメン卜で考慮すべ
き「不正のトライアングルjとは

神田 それで、マネジメン トサイドからすると不正

防止するための仕組み考えないといけない。

不正って大体同じようなパターンで出てくるのが多

いので、それを知っていて、いかにしてこれを防止す

るかを考えるっていうのがマネジメン ト。不正マップ

を作成して、｜抑止にあたることができるはずです。マ

ネジメントで、あれもやれこれもやれっていうのは戦

略的ではない。どっかに集中して、プライオリティ（優

先制立）を決めてやるっていうのが組織人の基本的な

考え方。そうだとすると、こういったものをつくって、

どういった不正から、排除したり防止したり していか

なくてはないかを考える。これが、マネジメン トとし

て一帯主要である。

l事部祉の径鮒な考え方綿 a2) 
平正11)パターンを佃る

不正をそういった形で防止するときにどんなことを

考えなければいけないのが次のポイン トで、「不正の

トライアングル」と言う人もいます。

｜不蹴止の基鮒な考え方仰aa) 
不正冊トライアンずFむを理解する

1.機会の存主i:（制維のr~ ： ~It.も見ていない）、 2. 動機

の干河1:（プレァシヘ・ーのr~：成栄を挙げなきゃ）、 3 . 自：rt・
？立織の欠如I（正当化の！＇.＼＼ ~l、だけじゃない、 会社のためだ）

の3つ。とeれか不.il：につながっているか、それに対応

した形でそれを防ぐような仕組み、行：儲けっていうの
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隼・に’fすl>ll－ 8・＂＇に対 する，E

をつくっていくのが重姿で、こういった発11:.でそれぞ

れの不正に対して企業として防止する対策をとってい

る、とっていないか、 これがいわばマネジメン トとし

ているかしていないかの境目になるのです。

内部告発の重要性と
10 

内部化のマネジメン卜

神田 組織の中では、残念ながらillliliと本音が述い

ます。本来、不正があれば、それを公式のlレートを過

して、組織として対応することが求められる。しかし、

なかなか、企業内で不正を直接上に伝えるようなこと

はしにくいです。で、そのときに1番重要になってく

るのは、笑は内部吉野Eです。そうした不正は、いずれ

は外部に漏れることが哲三亜だからです。内百IIからの告

発が内部で知らないうちに外部に漏れる場合、それが

マスコミに流れたら最悪の事態を及l討ーわけ。だから

企業として何をするかというと、少なくとも告発カt外

に111る段階になる！Iiiに、自分たちが内部で処理できる

ケース研究トナミ運輸事件
『公益通報者保m法J¥l;IJlEのきっかけとなった事件

・：1:00弘昭『ホイァスルブ
ローアー＝肉郎告発者』4圭
<!;)#(2002）を1克んで司I件

の伝要を知る．

• Ill岡弘昭r『トナミil陥J肉
郎告発・訟判全ti!録ー飼い
にカツラはまだ早い時~
れれ主普房（2008）で訴~毘
銭を段む．

• :r.岡弘昭氏｛明治学院大学
の草案全｝のl~をe<

ような仕組みをつくるっていうのが重要になる。つま

り、組織が対応できるような形でまずは企業内部て告

発してくださいね、 という仕組みをつくることがポイ

ントなのです。

加賀山 内部告発の制度は、現在、「公益通報名－保護

法」 として法制化されているのですが、そのきっかけ

となったヰ哨・が「トナミ述輸J邪件です。この主役で

ある中間さんは明治学院大学の￥5性 なんですね。こ

の人をお招きして、 実際の~NMiをl飽きながら、公従通

報者保護のあり方、現在の法律の問題点について迎出平

を深めていきたいと思います。みなさん方に、経済小

説をたくさん読んでいただきたい。実際、それらを教

材にします。そういうのを読んでいただくと、不正が

発覚して、いい方向に進むっていうときにはね、大概、

内部の協力者ーがいる。そうでないと外からでは、本当

のことはわからないんですね。

神固 また小さな失敗が、回り回って大きな失敗を

起こさないようにすることもifi~！になってくるわけで



すね。それからすると「失ll文から学ぶjという組織体

制をつくることも、不正防止にとっては重要なポイン

トになるのではないかと忠われます。

失敗に学ぶ f失敗学jと
11 

その実践

神田世の中には 「失敗学」というのがありまして、

失敗がどういうメカニズムで起きて、どういう形で大

きくなっていくかということは、学問的にもいろんな

形で分析されている。それを知ることによって、どん

な形でこれを防止していくかというのは当然、しなけ

ればならないことです。こういった失敗を含めて、経

験から学ぶので一帯有名なのはトヨタであります。

「担ぬおたあのヲーJ!tattおおわ

・l Jタ車内町、手探手？＿.）
.. n・..
.....句••2

~＇~言~ゴ忠…
' ユ拘え｜芯~：定aよ.：：帽 ｜帥．吋叩日削恥

1 I 
｜｜ MλI：：：占詑立出哨，b’，I刷 帽”

．威、，':.OUV;
アレミλl岨＂ ....... 

ヲ.，署~I

．筒・・...，・S町・・r

n••‘ .. 

・・．・‘・..
・・・町、”’．． ..・t留守．•n• 
，、，...・町．
．”’・
日山4・・f司皐

トヨタの生産現j）；；では、品質改普に閲する知識の蓄

積が多く集まっている。品質改普っていうのは、小さ

な品質上の失敗、これをいかにしてst!:!服してより高い

品質をつくっていくかで、この活動をずっとやってき

ている。その際、そうした知'f1J；は個々 の現場で使える

ようにしないといけない。工夫しないといけないって

いうことは使いj勝手のいいものしていくことが重要。

つま り使うってことからすると、ツールは自分ちが使

えるように、自分たちの表現を変えた方がいい。それ

で、使いこなせるようになる。使いこなすまでいった

ときにはじめて自分たちのツールになったと考えられ

る。トヨタがやっていることはまさこれなんです。

加賀山 自分の言楽に物事を務とし込むというのは、

非常におもしろい。

何も知らずにやっていくとだめなので、 見llfJを広め

る、「百聞は一見にしかずJだよね。しかし、百見し

でもちょっと考えないとそれは生きてこないです。自

分のものにならない。いくらまIIっていても、それを行

動にうっさないとだめなんですね。 だから 「百見は一

行に如かずJ。しかし、もっと大事なのは最終的には

それを習慣化することです。 行1f01をほとんど立~f.たせず

｜模擬授業 「法と経営学J

にでてくるということまでもっていくことがすごく大

事で、「やるべきことをやるjということも習的化し

ていく。学習したことを習慣化し、やってはいけない

ことを防ぐための行動も注意も習’lt't1ヒさせていくとい

うことが大切です。

習慣化によって形成される
12 

私たちの人格

学生 先ほど、 習慣化するということとあったんで

すけど、自分も最近、学習するのを習慣化するってい

うのは、自分カt体験してきて非常に縦しいなと思って

います。体づく りとかも走りこんだりするとか部活や

っていて、部活はみんなでやるので、勝手に習慣化し

ていたんですけど、 13分で走りこんだりするときとか

は、 ~g/fi'.t化するのは縦しくて、その而で習t1＇’tイヒって言

うのは簡単なんですけど、どういうふうに、具体的な

方法っていうのがあるのかなと思うんですけど。

人物評価の基準：「習慣化された行動J
ミスを防ぐのも．習慣化された行動

加賀山 1つはね、理想とするg椋を設定する。 自

分がこのことをやることについてどういう効果がある

のか、例えばダイエットするときに、一帯いいのは食

事を控えることじゃなくて、毎日500グラムの体重の

変化がわかる体重計に毎日のりつづけることですよ

ね。それから筋力を鍛えようと思えばどうすればいい

かというと、自分の姿を銃にi決しながら、「おっ、 筋

肉がこれだけ増えてきたな」というように、成来を 「見

える化jすることが大切。自分て唱11{'（化しようと思え

ば、すごく努力がいるわけですよ。しかも釘：日やらな

きゃいけない、 そうすると、計画を立てること、将来

を思い知iくこと、そして、目標達成のプロセスの中で、

その成来があらわれているってことを少しずつ理解す

るということが大切ですね。

先ほどの「不正防止のトライアングル」のちょうど

逆ですよね。機会をなくして不正を防ぐのではなくて、

(I）機会制IJt'.えて、その（2助機を!.lll:り上げるための工夫

をして、（3｝その理論を習得する、この3つを今度は逆
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に活用する。防ぐときはこれらをなくしていくわけ。

(1亦正の機会をなくす、 m不正の動機をなくす、（2月三

正をしてはいけない自覚を柏やす。これを逆にして、

( l）目標達成のための機会をmやす。やらなきゃいけな

いことについて、 1人では長続きしなくても、みんな

でやっているとやり続けられますよね。だから 1人で

やらずにみんなでやるとか、 ｛2｝やるべき行動の動機づ

けをするために将来像とか思い抗くとか、｛3｝やるべき

行動の正当化の週！鎗を~ftl化するとかね。 不正防止の ト

ライアングルの辿をやっていけばいいんじゃないか、

と私は思っていますけど。

神田 やっぱり組織としてはそうせざるを得ない状

況をどうつくるかということになるわけ。そのポイン

トは2つある。lつは、プラスの剖市悩で動かす。つま

り、あることをしたときにはそれを褒めてあげる。例

えば車合料とか、いろんなペネフィット（利益）を与え

ることです。これはプラスの会刊而でその行動を定着さ

せるということを意味します。もう lつは、 マイナス

の喜刊面つまり；－｛ニッシュメン ト(liil)。これやったら

だめでしょ、ということを知らせることです。この両

方をうまく使いわけてその人がある行動をせざるを得

ない状況をどうやってつくるかというのがマネジメン

トの発想ですにれを m:u・必!iilJという）。

君の場合は、マネジメントされてないからだめだっ

たわけだよね。彩、の場合も、今日はおi酉を飲まないぞ

と決意しても、うまくマネジメン トしていないから、

つい毎日飲んでしまうとかね。

加賀山 君は、辺部bか何かやってるの。

学生 やってます、今もやってます。

加賀山 え、何を。

学生 自分で泳いだりたったり。

加賀山 なるほど。そのときに、先ほと矛いったよう

なその似唾変化とか筋力変化とかっていうのを見ると

いうことがご褒美になっているわけね。人から言われ

なくても、記錦なり、そういう成栄があがってくると

いうことがごヲ宅英になっている。反対に、それに失敗

すると、自動的にパニッシュメントになるわけですよ

ね。そうして、自分自身で「信it必Jiijjをうまく取り

込んで、習慣化させていく。

ところで、行動が溜ぜMヒされると、それが人怖と し

て評価されるというところがおもしろい。無意訟でや

ると、人は感心する。例えば、！！（｛れ屋さんで、褒め言葉

が山てこない。「すごくお似合いだね」と言えない人

がいるとするね。その人が、場－数を踏んで練習すると

スッといえるようになる。要するに、 l:l：本人にとって、

褒めることは、「曲が浮いたよう」で、本当は燥しい

んだけども、｛~幼がらずに褒めるという習慣がついて、

彼め言楽が自然に/Bてく るようになると、「あの人は

すごく優しくていい人だJと思われる。「習的が人格

とつながっていく」というのがおもしろいと思う。

たしかに、 一回限りの行動はそのときだけしか3利面

されない、そうじゃなくて、自然に行動に現れるよう

に習制化された行動こそが、人物許制として1IHJlされ

る。そのことを考慮して、よいことを一回限りにせず、

溜悦化していくとすごく尊敬される人になりますよ。

法と経営学研究科での学習の特
13 

色（6分野のケース研究）

学生はい、今、大学で4年PJJ学んでいることがあ

るんですけど、それを大学院に進んだときに、ほかの

ことを勉強するとして、それを将来どのようにつなげ

ていけばいいのかがわからないので、教えてほしいと

.IJ.＇，います 。

神田 大学で学ぶのが法学だろうが、ビジネスだろが、

2炉ド的には理論です。がっしりと した理論体系を学ぶ

ことは非常に重要であります。しかし手ん念ながら、例

えば、定f:'i.1•の人たちは経営の理論しカ、学んでこないし、

法律の人は法律しか学んでこないわけ。

この大学院に入って、これら2つのことができる。

つまり、自う~｛学んでこなかったもう 1 つのところの

理論を、ベースから学べるというのが1つ。

もう lつは、自主.H.l｛学んできたほうの翌日諭を、尖は、

災践にどう結びつけるかということ、ケースとかいろ

んな形で事笑の部分とすりあわせていく作業をしま

す。したがってその学部でちゃんと出；，冷のベースを学

んでくることカヨ立嬰で、それに基づいて、より尖．践的

に使えるような理論を、 2つのfル.＇！；から考察するとい

う形で、いわ版社会に出たときに尖践で必要とされる、



｜模擬授業 f法と経営学J

ある誕のビジネスプロフェ γショナルスキルを身につ

けて出ていくこと何能であると考えてい払 iおわりに
加賀山 学部で学んだことを今度はそのケースで応

m力を養う。実際に起こったZ附牛を題材に給自学と法 それでは、今まで勉強したことを以後にまとめたい

学の双方の視J立で分析し、より進んだ問題解決案を艇 と思います。紋後の図です。

示することができるようになるというのが、新しいT!,Jf

餅ヰの教育回線です。 模侵授業「組織のリスク・マネジメントJ

例えば、池井戸澗 『釘l~ぷタイヤj という小説があ

るんだけれども、これは、笑際に三菱自動車のタイヤ

がはずれて、歩行者にそのはずれたタイヤがあたって

死んじゃうというそういう本当の事件にヒントを伴た

経済小説ですね。

その司l件の裁判記録は、小林秀之 f裁かれる三菱自

動車jという本にでているし、 小説は小説で感激的だ

し、原作にほとんど忠、実に作られたDVDがあるんで

す。

だから、みなさん方は、大学院に入学すると、まず

DVDを見て、次に、小説を読んで、裁判日己録に進む。

こういう事件か溜こるとね、仕）；＼•学の 6分~！）－それぞれ

について問題が起こるんですね。例えば、取引銀行が、

「もうそんなところにお金貸しませんJと言ってくる。

それで、ほかの銀行を見つけなければいけないとか、

その過程で、結iきが危機に陥ると、従業日が辞めてい

くとか、この会社は、 トラックで迎送サービスを供給

していたんですけど、その取引先も、取引きをやめて

しまうとかね、主人公は、いろんな苦境を釆り越えて

いく。仕立（tりな判断を次々と行い、刑事告発された始

末もこなしていく。

このような実際の事例・と向かい合うことによって、

皆さんは、実際の実務で使える理論と問題解決の手法

を学ぶことになるんだろうと思います。

法と経営学研究科

設立の基本理念

経営学
・ 志賀t日訓，~－ll
． ”胞に/Jlt~ftdl

...らゆる二割：/Jtt6tlll

経営学というのは、組織をどのように持続的に発展

させていくかという花見点から椛成日がハッピーに仕事

ができるようにすることです。

Jt.体的には、部iに、主lW＆というのは目的があるわ

けで、そのミッションを明確にして、それについてみ

んなが一致する。第2に、ミッションが一致した中で

は、各十／Ii成員が、生き生きと自由に行動する。

しかし、自，，，に行動するという意味は、法律的にい

うと、「必要なことは許されるがmi!i-は必初にすべきJ
というルールは守らなければならない。要するに、や

るべきことはやるんだけれども、その際に損害カt社会

的1H'8が一番ノl、さく なるように、そういうことを考え

て行動しなさいという制限が認せられる。つまり、自

由というのは立任を伴うよというそういうことですね。

第3に、あらゆることにおいて、みんなが信頼して

おかないとうまくいかない。役目学のポリシーと して、

おIi.いの信組問係を深めていくためには、担調Eのルー

ルや、日fi必、：iiiという考え方も大きな役割lを来たして

いる。今言ったように、組織の構成日の行動における

白山っていったいなんなのかというと、それは「必要

なことが許されるカqn笹は最小にすべきだJというJレ

ールがここに入り込んでくる。

つま り、 佐官のポリシーと、法的なルールとを融合

して、両方の飢i.'Iを考臨しながら学ぶということを「法

と純引・学Jという新しい研究科では実現していこうと

しているのです。そういうわけですから、組織のリー

ダーを目指す皆さん方の参加をお待ちしています。

（かんだ ・まこと、かがやま ・しげる）
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