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 シンポジウム概要   

 

 

 

事業名称  日本経営倫理士協会 第 4回シンポジウム 

 

 

日  時  2013年 1月 25日(金) 13：30 ～16：30 

 

 

会  場  全国理容生活衛生同業組合連合会ビル ９F大ホール 

東京都渋谷区代々木 1-36-4 

 

主  催  ＮＰＯ法人 日本経営倫理士協会（ACBEE JAPAN） 

 

  

協  力  一般社団法人 経営倫理実践研究センター（BERC） 

  日本経営倫理学会（JABES） 

 

プログラム 

 
            総合司会：村松 邦子（日本経営倫理士協会主任フェロー研究員 経営倫理士） 
 

13：00 受付開始・開場 

13：30～ 開会挨拶  辛島 睦         日本経営倫理士協会 理事長 

13：45～ 

第
１
部 

キーノート・スピーチ 林 陽子         弁護士、内閣府男女共同参画会議委員  

14：45～ 

パネリスト・スピーチ 

名取 はにわ     元 内閣府男女共同参画局長 

鹿嶋 敬        実践女子大学 人間社会学部教授 

アキレス美知子   株式会社資生堂 執行役員 

15：30～ 休憩 

15：40～ 第

２

部 

 

パネルディスカッション 

林 陽子 

名取 はにわ 

鹿嶋 敬 

アキレス美知子 

16：30 閉会挨拶 千賀 瑛一        日本経営倫理士協会 専務理事 
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 開会の挨拶  

 

 

日本経営倫理士協会 理事長  

辛島 睦 氏 

 

 

 

 

 

 
■ 男女共同参画が進むには…を、いま考える 
 

 日本経営倫理士協会（ACBEE）主催の第 4 回シンポジウムが 2013 年 1 月 25 日、

東京・新宿区の全国理容生活衛生同業組合連合会ビル 9 階大ホールで開催。今回の

テーマは「ダイバーシティ、日本に定着したか」。働く人のダイバーシティ（多様性）

という課題の基本であり、また今、大きな関心を集める働く女性のあり方と、その

力を高めるため、どのような取り組みが必要か、などを考えた。 

 最初に同会理事長の辛島睦氏が挨拶。「なぜ日本で、男女共同参画がこんなに遅れ

ているのか、という感じがする。女性は内に、男性は外に、という意識が定着した

のは、戦後の高度成長期のことだ。こうした意識を改革して、男女共同参画が進む

にはどうしたらいいか、考えていくべき」などと問題を提起した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会挨拶をする辛島睦理事長 
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 キーノート スピーチ (1) 

 

 

弁護士、内閣府男女共同参画会議委員  

林 陽子 氏 

 

 

 

 

 
■  世界経済フォーラムやＯＥＣＤなどで 

厳しい指摘 

 

キーノート・スピーチは弁護士の林陽子氏。一昨年から昨年にかけ、政府の福島

原発事故調査検証委員会委員を務めたが、それ以前から女性の権利問題に取り組む。

現在は国連・人権の促進と保護に関する小委員会代理委員、同・女性差別撤廃委員

会委員、内閣府男女共同参画会議・女性に対する暴力撤廃専門調査会委員。 

 林氏はまず、最近、日本の女性の状況に関する、世界の「勧告」を紹介した。 

 1 番目は世界経済フォーラム。健康、教育、経済参画、政治参画について男女のギ

ャップを国ごとに数値化。その結果、日本は、女性の健康と教育のレベルは高いが、

政治及び経済参画が不十分なため 2011 年度は 135 カ国中 101 位。 

 2 番目は OECD（経済協力開発機構）。昨年 4 月「日本再生のための男女格差の是

正政策提言」を出す。 

 3 番目は IMF（国際通貨基金）。「女性は日本を救えるか？」という作業文書で、

日本が成長できない理由として、新卒で総合職にならないと、その後のキャリアが

形成できない、ということと、男女ともに仕事と家庭が両立できにくい、というこ

とを挙げた。 
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 キーノート スピーチ (2) 

 

 

■  経済成長とジェンダー平等には関連性がある 
 

4 番目は、国連におけるジェンダー問題のシンクタンク、UN WOMEN｡昨年、バ

チェレ事務局長が来日講演で「男女平等は経済成長をもたらす」「女性が子どもを産

むと仕事をやめるのは文化ではなく政策の問題だ」と語った。 

 5番目は国連女性差別撤廃委員会。取り組み状況を4年ごとに審査・勧告しており、

2009 年、日本に対し、日本の最重要課題はポジティブ・アクション（政治、経済、

教育等の重要な政策決定の場で女性を増やすための積極策）導入と民法改正（選択

的な夫婦別姓制度導入、婚外子への差別撤廃、再婚禁止期間や婚姻年齢の性差解消

ほか）だと指摘した。 

 

      

 

 

次に、こうした世界組織からの「声」に共通する内容を 5 点、挙げた。第 1 は、

経済成長とジェンダー平等には関連性がある、という強いメッセージ。第 2 は、格

差のある社会は不安定化する。第 3 は、男女格差が少ない国は所得の再分配に成功

している。第 4 は、格差の大きい国は、女性のキャリア形成、家庭と仕事のバラン

ス政策に失敗している。IMF からは、キャッシュをばらまくのではなく、保育園や

幼稚園の施設にもっと国家の財政を投入するべき、などと具体的提言も出されてい

る。第 5 は「自然に」平等になった国はない、ということだ。 

 これらの声を受けて、日本国内では、昨年 10 月から男女雇用機会均等法改正の議

論が始まった。その内容について「現在、八つの論点で議論。その中に雇用管理区

分の問題も入っている。均等法では、男女の格差があるかないかを、一つの『雇用

区分』ごとで調べる、とされている。そのため、『雇用区分』の異なる男性総合職と

女性一般職が比較されない」などと説明。 

 

 

 

 

キーノートスピーカーの林陽子氏 会場は熱心な参加者で一杯 
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 キーノート スピーチ (3) 

 

 

■「見える化」で、各企業の男女格差を開示 
 

続いて、現状を打破するための、さまざまな改革の提言について、必要性を説き

ながら紹介。その概略は次の通り。 

 1 「見える化」。各企業で男女格差の現状をまず開示する。その情報から見える、

女性が活躍している企業を「テーマ銘柄」として投資家に情報提供する。 

 2 ジェンダーでの切り口で投資行動を促す。 

 3 均等法の強化。雇用管理区分が違えば処遇が違ってもいい、という不合理な状

況を、今回の法改正で変えるべきだ。 

 4 労働の価値の測定。例えば、パートタイマーと正社員は労働時間が違うから、

と差を付けるのは駄目。厚労省「職務評価の実務ガイドライン」で、違う人同士が

均等であると評価するため、人材代替性、革新性、専門性など 8 つの評価項目が出

ている。 

 5 ワークライフバランス。労働時間など

でフレキシブルな働き方を促進、男性の働き

方も変えることも絶対に必要だ。こういう部

分では、企業にできることは多い。 

 6 若い女性に対するキャリア教育。 

 7 decent な取引先、つまり同じ価値のあ

る仕事に対し同じ賃金を払う企業を選ぶ。 

8 企業によるパフォーマンス（従業員の

男女別の総数、基本給与の男女比）等の開示。 

 9 ジェンダー入札。これは私が作った言葉だ。男女共同参画基本計画においても、 

一般競争入札を行う際には、男女共同参画の状況やワークライフバランスの取り組

み状況などを、加点事由にしたり優先する、といった形で入札を行うことを、計画

に盛り込んでいる。こうしたことは国よりも自治体で先行して行われている。 

 これを弁護士会でもできないか、と呼び掛けている。会議で弁当を買うために、

男女の賃金格差、役員に女性がいるか、女性管理職は何人、男性で育児休暇をとっ

た人がいるか、と弁当納入業者に照会するのは自由だ。聞いた上で、取り引きする

か、しないかのファクターにしてもいい。やらない理由はたくさんあっても、やろ

うという人がいないと始まらない。               

 

 

 

 

 

 

企業の男女共同参画部門の参加が多かった 
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 キーノート スピーチ (4) 

 

 

■  いま企業に必要なのは 
市民との連帯、ＮＰＯやＮＧＯへの参加 
 

 

 

10 取締役におけるクオータ制（一定数を女性に割り当てる規程）の導入。既に、

ノルウェー、スペイン、イタリア、ベルギー等、多くの国で導入。EU も非常勤役員

に 40％の女性枠を設ける案を採択。日本ではクオータ制は憲法 14条違反、という意

見が強いが、「これだけ格差があるのに、どうしてクオータ制をやらないか」という

見方もある。日本でクオータ制の合憲性について法律・憲法学者、弁護士を含めて

根本から考え直したい。 

11 企業が市民社会と連携すること。NPOや NGOへの参加は、企業の中で培った知

識や経験を社会に還元することにつながり、所属した企業から自立した個人として

の生活空間を持つことが大切である。 

 福島原発事故調査委員会で感じたことは、社会でおかしいと思われることを、組

織の中で一生懸命やっている人は、あまり悪いことだと思わないまま、大きな過ち

を犯してしまった、というのが現実ではないか。そうならないためにも、外の空気

を吸うことだ。 

 最後、12 番目は「『女性活用』からエンパワメントへ」というキーワードを提示。

「女性の立場を『活用される』側にするのでなく、エンパワメント＝力を付けてい

くことが格差をなくしていくことだ、という概念が今、必要だと思う。女性が当事

者になって、これからの変化を担っていくためには、権利の主体としての女性とい

うイメージをもって、企業倫理のプログラムの中に取り込んでいただきたい」と締

めくくった。 

 

 

 

 

 

企業の男女格差開示を熱心に訴える林氏 
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 パネリスト スピーチ (1) 

 

 

元 内閣府男女共同参画局長  

名取 はにわ 氏 

 

 

 

 

 

 

■「女性が活躍できない負のスパイラル」が… 
 

次に、官・学・産という立場の 3 人のパネリストのスピーチがあった。 

最初は、官の立場の名取はにわ氏。元内閣府男女共同参画局長で、現在、内閣府

情報公開・個人情報保護審査会会長代理。 

名取氏は「女性が活躍できない負のスパイラル」という話をした。 

男女共同参画室長時代に行った、根拠のある調査結果から導いたものだ。男性上司

は女性部下に期待しないと、女性は分かる。期待されないので、努力しない。それ

を見て男性は「女はしょうがない」とますます期待しない。これがぐるぐる回ると、

その女性はやる気が出ない。もっとやる気が

出ない事例は、「女性を活用しなければ」と

なって、女性の部下に「もう一段落出世しな

いか」と声を掛ける。すると女性は断る。な

ぜか。男性の場合は、引き上げようと決めた

部下には前々からキャリア・パスを敷いてい

る。ところが女性はいろんな仕事をさせても

らっていない。サポート体制もなく、急に新

しい仕事に昇進しても困るだけだ、と思う。

断ると、男性上司はますます期待しなくなる、

ということだ。 

そこで「本気で女性に期待するなら」として 4 点挙げた。 

まず、仕事をやめる女性を減らす。2 番目は男女ともに働き方を改める。3 番目は、

本気でポジティブ・アクションをする。1999 年に国会を通った男女共同参画社会基

本法では「真の男女平等を実現するために、ポジティブ・アクションは暫定的に必

要だから」とポジティブ・アクションの定義を入れた。つまり「現行の憲法違反で

はない」として、現在の政府政策として掲げている。4 番目は賃金格差を解消する。 

 女性の現状について「男性が自分の後任を誰に、という時に男性しか思い浮か

ばない。その理由は、女性が仕事を続ける年数が少ないから」などと述べ、「本気で

取り組まなければならない理由」を強調した。 

 

 

行政の立場からスピーチする名取氏 
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 パネリスト スピーチ (2) 

 

 

実践女子大学 人間社会学部教授  

元 日本経済新聞論説委員 

鹿嶋 敬 氏 

 

 

 

 

 

 

■ 「なでしこ大作戦」新旧政権での大きな柱 
 

2 人目は「学」の立場として、実践女子大学人

間社会学部教授の鹿嶋敬氏。元日本経済新聞編集

委員及び論説委員で、現在、内閣府男女共同参画

会議議員、同・監視専門調査会会長、ワーキング

ウーマン・パワーアップ会議代表幹事。 

鹿島氏はまず、ダイバーシティについて説明。 

この言葉は今、流行語に近い。背景にグローバ

ル化への対応、潜在内需の掘り起こし、社会的責

任投資への関心の高まりなどがある。このシンポ

ジウムでも、ダイバーシティと題しながら、その

中の女性の処遇に焦点を置いている。経産省では「女性処遇がきちっとできないよ

うでは、他のダイバーシティもとてもできない。ジェンダーは試金石」としている。

それを受けて民主党政権下で「なでしこ大作戦」（女性の活躍による経済活性化を推

進する閣僚会議）が始まり、安部政権でも女性の活躍推進が大きな柱になるのは確

か。男女共同参画との大きな違いは、経済再生論として取り組むこと、と話した。 

さらに、アメリカでダイバーシティの考え方が出てきた経緯を解説。 

1970 年代にカリフォルニア大医学部の入学試験にマイノリティー枠を設け、黒人

の男性を優先して入学させたところ、白人男性から「逆差別」という訴えがあった。

その時に出てきたのがダイバーシティだ。確かに逆差別の面はあるが、黒人の男性

が１人入ることで多様な価値が組み込まれる。それは社会貢献の一歩ではないか、

という考え方。ダイバーシティは、逆差別に対抗的な論理の展開ができる大きなツ

ール、と述べた 

また「『2020 年までに指導的地位の女性を 30％に』という政府目標の達成には、

今こそポジティブ・アクションの推進が必要だ。地方では、公共工事の入札参加資

格に、男女共同参画やワークライフ・バランス設定に加点する例が出ている。とこ

ろが国の場合、入札資格要件を定めた会計法が立ちはだかる」などと課題も挙げた。 

 

 

女性活躍推進の必要性を訴える鹿嶋氏 



 

9 

 

 パネリスト スピーチ (3)   

 

 

株式会社資生堂 執行役員  

アキレス美知子 氏 

 

 

 

 

 

■ 女性社員が多い資生堂のケース等紹介 

 

3 人目は「産」の立場、株式会社資生堂執行役員のアキレス美知子氏。富士ゼロッ

クス、シティバンク、住友スリーエムなど、いくつもの企業で人材開発等に携わる。

APEC の会議で発言するなど、国際舞台でも活躍している。 

アキレス氏は「やっと日本でも、女性にも

っと活躍してもらうことが、経済にとって非

常にいいこと、という認識が出てきた」と話

し出した。制度の上では働く女性のサポート

体制がかなり充実した会社が多いが、課題も

多い、とされる理由を分析。働く女性が増え

て、子どものいない女性が頑張っている一方、

育児支援制度を利用する人もいる。しかし仕

事の量が減らないので、子どものいない女性

は、仕事を任せられてしまい、長時間労働に

つながる。全体を見ないと、働く女性の支援

は不十分、と話した。 

女性社員が多く、その支援に積極的な資生堂の事例を紹介。2000 年以前は結婚し

てやめる、という人が圧倒的に多かった。そのため 3 次にわたる意識改革を実施。

第 1 ステージはとにかく働き続ける制度、第 2 はライフワークバランス、第 3 は仕

事も家庭も積極的に取り組み、なおかつキャリアアップも図れる仕組みをつくる、

というもの。 

 

最後に、女性が経営に参画する利点として「経営の理念や意思決定において、異

なる視点を提供できる」「遠慮し合うのでなく、率直な対話が生まれやすい」「経営

の意思決定やガバナンスの質が高まる」など 5 項目を列挙。まとめとして「変革し

なければ、という話を聞くが、既存のマネジメントスタイルによる変革は限界に来

ているのではないか。女性を意思決定ボードに入れることで、既存のやり方を壊し

て変革につなげる、という発想したらよいのではないか」と投げ掛けた。 

 

 

 

 

「働く女性の支援は不十分」と語るアキレス氏 
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 パネル ディスカッション (1) 

 

 

■  林氏ら 4人、会場からの質問に踏み込んだ答え 

 

後半はパネルディスカッションとして、林氏と 3 人のパネリスト、会場からの質

問に答える形で進行。 

まず、ダイバーシティについて。「本来のダイバーシティは女性のほか、障がい者、

高齢者、外国人労働者など、多様な人材の活用を視野に入れるものではないか」と

の問いに林氏は「その通り。障がい者、性的マイノリティ、高齢者、外国人らが労

働力として関わることで多様な人材が活用できる。きょうは主催者の意向で男女の

問題に着目した」と説明。 

アキレス氏も「ダイバーシティの根本は、自分と異なる発想や背景、考え方、や

り方の人が入ってきた場合、拒絶するのでなく『一緒に何か面白いことができるの

では』などと違いを取り入れ、力にしていくこと。日本の企業は今まで避けてきた

が、グローバル化で、中小企業でも海外に出て、現地の人とうまくやっていく必要

に迫られている。まずは身近にいる女性という、もしかしたらバッググラウンドや

考え方の違う人がいるのだから、ここでダイバーシティができなければ、グローバ

ルでうまくできるだろうか」と投げ掛けた。 

名取氏は「ダイバーシティの進展で女性の地位向上が進むと、少子化問題への影

響は」という問いに「日本は、女性の社会進出が進んでいく時期に少子化が進んだ

ので、女性の社会進出で少子化が進んだように見えるが、世界的に見ると、女性の

労働参加率が高い国は出生率も高い。オランダ、ノルウェーなどは 1970 年代、日本

より専業主婦が多かった。その後、女性の社会進出が進むと、一時期、出生率が下

がったが、両立支援策などの制度を整えると V 字回復した。日本も社会進出を促す

と同時に両立支援などの手を打つべき。そうすれば出生率は V 字回復する」と答え

た。 
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 パネル ディスカッション (2) 

 

 

■  女性無視してビジネス成り立つか…(アキレス氏) 
日本では、国民的議論進んでいない(鹿嶋氏) 

 

アキレス氏には「女性の活躍推進を課題として認識されていない会社はどうなる

か」と質問があった。それに対し「もし、認識がなくても業績が上がれば、そのま

ま行くだろう。だが今、日本の経済を見ると、常に変わることを指向し実行する会

社が伸びている。女性の活躍推進という課題への感度が低いとしたら、それ自体が

問題だ。資生堂は女性の多い会社だから、と言われるかもしれないが、そもそも購

買決定者は、化粧品に限らず、女性の方が多い。そう考えると、いろいろなビジネ

スで女性を無視してビジネスが成り立つかどうか、考えるべき」と回答した。 

 「ノルウェーなどは、GDP の低下に対して、移民を入れるか、主婦が外に出て働

くか、ということを真剣に考えて、国民のコンセンサスを取って女性の活躍推進を

進めたのではないか。日本もあるべき姿のコンセンサスをつくる議論が重要ではな

いか」という質問も各パネリストに投げ掛けられた。これに対し鹿嶋氏は「日本で

は、外国人労働者も、高齢者雇用についても、国民的議論が進んでいない。この状

況の中、ある程度、女性に頼らざるを得ないだろう。ただ、これまでは量的課題だ

けだったが、既に女性の労働市場への参画はパートを含め、進んでいる。これから

は質の問題が議論されるべきだ」と述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場からは、多くの質問がパネリスト 4氏に寄せられた 

時には、質問に対して踏み込んだ回答も 
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 パネル ディスカッション (3) 

 

 

■  ノルウェーのクオータ制の事情説明 (名取氏) 
 

クオータ制に関する質問も多かった。ノル

ウェーのクオータ制事情について、名取氏は

「取締役に女性を 4 割、という法律について

『大企業はみんな逃げる』などと大騒ぎにな

った。だが法案通過後、経済団体が経営者と

有能な女性のマッチングをするなど、推進役

になった。その結果、今までにない視点が出

てきた、企業の透明化が進んだ、などのプラ

ス面が表れた。それを見て EU でもクオータ

制導入案が出たのだろう」と述べた。 

 

 クオータ制導入で取締役会の経営力が落ちたら、株主はどうすべきか、という質

問に対しアキレス氏は「取締役会の役割は戦略を考える、役員の任命と評価、ガバ

ナンスの 3 つだと思う。これらがうまく機能しなくなった理由が、本当に女性のせ

いか、まず考える必要がある。これまで生え抜きの、気心の知れた人同士でやって

いたので、異質なものは受け入れられない、という心理が働いて『乱された』と感

じて、経営力が落ちた、と誤解している危険性も。経営力とは何か、取締役の役割

とは何かを明確にし、それでも女性のせいで経営力が落ちたと言い切れるのなら、

株主総会で異議を唱えればよい」と答えた。 

 鹿嶋氏はクオータ制について「日本では、政府の第 3 次男女共同参画基本計画の

中に『クオータ制導入』が盛り込まれ、まず国会議員候補者の、比例代表制での女

性比率については導入できるだろう。ただし政府の強制ではなく『お願い』なので、

昨年の衆院選では実現しなかった。それでも基本計画に盛り込まれたのは意味があ

ったと思う。企業の役員のクオータ制導入には反発が強い。しかし基本計画で『2020

年まで指導的地位の女性を 3 割に』という目標達成には、強制的な力を入れないと

駄目だろう」と述べた。 

 最後に林氏は、若い女性のキャリア教育はどのようなものか、という質問に「私

は企業で働く若い女性との交流イベントに参加したり、女子大の出前講座で、こう

いう仕事にはどういう人が向いている、などと話をする取り組みを続けている。今

後は高校生対象にやりたい。若いうちに自分の方向を決めて専門を極める、という

ことがますます重要になるだろう。企業も高校生対象に職業意識を高めることに取

り組むべき」と回答した。 

 

 

 

 

 

クオータ制に関する質問が多くあがった 
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 閉会挨拶  

 

 

日本経営倫理士協会 専務理事  

千賀瑛一 氏 

 

 

 

 

■  いま取り上げるべき重要テーマ 
「ダイバーシティ」 

 

 最後に ACBEE専務理事の千賀瑛一氏が挨拶。 

「ダイバーシティの企画が持ち上がったのは昨年夏ごろ。総合企画委員会が中心と

なり、企画プランを出し、情報を集めた。2013 年は『なでしこイヤー』になるので

は、という発想だった。調べてみると、ジェンダーやワークライフバランスの議論

はあるが、未熟な部分があり、コンセンサスも不十分。そこで当協会として情報発

信すべきではないか、と考えた。今回のキーノート・スピーカー林陽子さんと、名

取はにわさん、鹿嶋敬さん、アキレス美知子さんの 3 パネリストは皆さん、知識、

見識、情報が大変豊富で、人選は間違っていなかった」などと述べた。 

 ダイバーシティは、大変幅広い諸テーマを含んでいる。今回は特に「女性を活か

す」ためにテーマを絞ったが、今後はさらに幅広いテーマに取り組んでいく必要が

ある。 

 今回のシンポジウムの中での講演と議論は、かなり踏み込んだものだった。しか

し、やはり時間不足ということがあり、さらに本テーマを掘り下げていかなければ

ならない。今回参加された皆様も、本日の議論や、貴重な資料を持ち帰り、それぞ

れの組織で、さらに見識を深めて下さい。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会の挨拶をする千賀瑛一専務理事 

総合司会・村松邦子氏 
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 ＡＣＢＥＥシンポジウムの実績(1)(2)(3)  

 

 

■  重要なＡＣＢＥＥ活動、注目される情報発信 
 

『第 1回 日本経営倫理士協会・発足記念シンポジウム』 2009 

【テーマ】『パワーハラスメントで職場崩壊も…』 

【日時所】2009年 7月 27日 13：00～16：50 電設健保会館（千代田区）講堂 

【出演者】 

・コーディネーター 角田邦重氏（中央大学法学部教授、前中央大学学長） 

・パネリスト 岡田康子氏（㈱クオレシーキューブ代表取締役） 

富田眞人氏（サントリーﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱コンプライアンス室室長） 

竹信三恵子氏（ジャーナリスト・朝日新聞編集委員） 

【参加者数】約 70人 

 

『第２回 創立 15周年特別記念シンポジウム』 2011 

【テーマ】『企業不正と社会責任』 経営リスクのビフォー＆アフター 

【日時所】2011年 3月 1日 13：00～16：50  こどもの城（渋谷区）講座室 

【出演者】 

・基調講演  若狭勝氏（弁護士 元東京地検特捜部副部長） 

・パネリスト 池田耕一氏（立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授） 

三浦佳子氏（消費生活コンサルタント） 

森一夫氏（ジャーナリスト・日経新聞編集委員） 

【参加者数】約 100人 

 

『第３回 ACBEEシンポジウム』2012 

【テーマ】『大型危機と対応力』―企業の場合、都市の場合 

【日時所】2012年 3月 1日 13：00～16：30 こどもの城（渋谷区）講座室 

【出演者】 

・キーノート・スピーカー 山田厚史氏（ジャーナリスト、前『アエラ』記者） 

・パネリスト 中村晶晴氏（第一生命保険公法人部 顧問、元東京都危機管理監） 

       田中辰巳氏（リスク･ヘッジ 社長、危機管理コンサルタント） 

【総合司会】勝部誠（ACBEE総合企画委員幹事、前富士フィルム） 

【参加者数】約 100人 
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 日本経営倫理士協会(ＡＣＢＥＥ)の活動  

 

 

■ 経営倫理の教育、実践普及…、16年続く活動根付く 
  唯一の資格(経営倫理士)、今年こそ取得を… 
 
〈設立の目的と背景〉 
現代社会で企業の不正事件、不祥事が相次ぎ、経営倫理、ＣＳＲ、リスク管理、コンプラ

イアンスの確立と実践普及が急務となっています。ＮＰＯ法人日本経営倫理士協会(ＡＣＢ

ＥＥ－ＪＡＰＡＮ)は、この重要課題に対応するスペシャリスト「経営倫理士」の育成、諸

活動を推進・支援するのが目的です。 

任意団体「経営倫理実践普及協議会」として発足。1997年より「経営倫理士」資格取得講

座を開設。2009年 4月にＮＰＯ法人「日本経営倫理士協会」に改組しました。 

 

〈講座の充実、経営倫理士の育成〉 
 講座編成は経営倫理の基本理念、幅広い知識の取得、実践ノウハウの研究などが柱です。

それぞれの分野の専門家(大学教授、弁護士、コンサルタント等)のほか、企業の実務担当者

を招いてのケース・スタディも好評。また第 16 期から特別現場視察を導入しているのも特

色。また各種の専門セミナーやコンサルタントなどの活動もしています。経営倫理士は 16

期(1期、1年)2012年末現在で 480名に達し、ビジネス界の第一線で活躍しています。 

 

<組織> 
▷理事・監事 

理事長 辛島 睦（弁護士、日本経営倫理学会 副会長） 

専務理事 千賀瑛一（日本経営倫理学会 シニアアドバイザー） 

理事 池田耕一（立命館大学大学院 経営管理研究科 客員教授） 

理事 小熊征人（元ダイヤモンド社国際経営研究所 社長） 

理事 小山嚴也（関東学院大学経済学部 教授） 

理事 佐野廣二（横河フィールドエンジニアリングサービス 常勤監査役）  

理事 高橋浩夫（日本経営倫理学会 会長、白鴎大学大学院 教授） 

理事 長谷川隆（経営倫理実践研究センター フェロー） 

理事 早川一郎（東京ガス コンプライアンス部長） 

理事 星野邦夫（経営倫理実践研究センター 主任研究員） 

理事 吉田浩一（ローソン コンプライアンス・リスク統括室 部長） 

監事 手島祥行（経営倫理実践研究センター 専務理事） 

監事 服部 彰（服部公認会計士事務所 代表） 

 

▷総合企画委員 

大谷秀幸（オムロン）勝部 誠（元富士フイルム）川瀬 暁（ブリヂストン）北野寿之（東京ガス） 

後藤忠良（Ｃ,Ｃ,コンサルタンツ）小山嚴也（関東学院大学）近藤恵美（サントリーホールディング

ス）新 勝幸（ローソン）村松邦子（ウェルネス・システム研究所）柳澤清司（荏原製作所） 

山中 裕（日本血液製剤機構） 

 

▷事務局 

羽田妙子 根本俊祐  

岡地義隆（ウィナーズ・アンド・カンパニー） 森成和夫（ウィナーズ・アンド・カンパニー）  
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 第 17期経営倫理士講座プログラム （5月 14日開講） 

 

 

■ 毎年、講座内容を見直し、充実図る 
  理論、実践ノウハウを身につける 
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 講座受講のおすすめ  

 

 

■ 倫理、ＣＳＲなど新任担当者に最適の内容、即戦力に 
  コンサルタント目指しての受講も増える 
 

第 17期「経営倫理士」取得講座の申し込み受け付けが始まった。 

「経営倫理士」は経営倫理、コンプライアンス、ＣＳＲ、リスク・マネジメント等

に関する理論・実践を身につける日本で唯一の資格。１９９７年にスタートして、

今年で第 17期(17年目)を迎える。 

 

ここ数年の特色として、特に各企業の新任担当者(経営倫理、ＣＳＲ、危機対応、

法務などの担当者)の受講が目立っている。企業内で人事異動に伴って社員、幹部が、

経営倫理系の職場に転勤したものの、総合的、専門的な教育システムがない組織が

多く、本講座が重要な役割を果たしている。 

講座では、経営倫理の基礎理論、実践ノウハウを学び、経営倫理士としての資格

取得を目的とする。セミナー型の一般講座と異なり、コンサルティング、カウンセ

リングに結びつく専門資格として注目を集めている。 

 

第 16期から座学だけでなく屋外講座「現場に見るＣＳＲ」も導入。東京ガス・扇

島工場(世界一規模のＬＮＧタンクを建設中)の現場視察と施設内での講座がある。

第 16 期で受講生から好評で、第 17 期でも引き続き屋外講座がカリキュラムに組み

込まれている。 

 

現在は各社とも、経営倫理、危機管理教育、コンプライアンス研修に力を入れて

おり、１社で複数の経営倫理士を配置するための受講も見られる。第 16期までに誕

生した経営倫理士は計４８０人。コンサルタントはじめ企業や各種団体の経営倫理、

ＣＳＲ担当者として活躍、経営倫理担当役員も誕生している。 

本講座は、一般社団法人経営倫理実践研究センター(ＢＥＲＣ)、日本経営倫理学会

(ＪＡＢＡＳ)と協力している。第 17期「経営倫理士」取得講座は、現在も申し込み

を受け付け中。受講料、問い合わせは左表の通り。 
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ＮＰＯ法人 日本経営倫理士協会（ACBEE JAPAN） 
Association of Certified Business Ethics Expert JAPAN      
〒102-0083 
東京都千代田区麹町４－５－４ 桜井ﾋﾞﾙ 3階 
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