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　最近、「ソフト・ロー」という言葉が、コンプラ

イアンスと関連付けて語られているのを見聞きす

るようになりました。ソフト・ロー（soft law）
は、いわば法的強制力のない倫理的・道義的等の

規範で、私たちが「法」と考える強制力ある法律

や条例などを指すハード・ロー（hard law）とは、
対照的な関係にあるといえます。

　コンプライアンスが、「法令等遵守」と訳される

ならば、ハード・ローの観点が重視されるのは当

然ですが、最近の企業（組織）の不祥事を見るに、

ソフト・ローの観点も無視できなくなってきまし

た。

　大手化粧品メーカーによる化粧品の自主回収問

題が大きなニュースとなっています。新聞等の報

道によれば、問題となっている成分が入った化粧

品の副作用と思われる肌の被害の問合せが数年前

から寄せられていたにもかかわらず、化粧品の成

分と被害との因果関係が不明確であったため問題

にはせず、今年に入って問合せや苦情が相次ぎ、

被害が顕在化した後に調査に着手したとのことで

す。その後、会社は問合せの事実を公表し、購入

者（使用者）に注意喚起し、使用中の商品も含む

全品在庫を自主回収する事態となりました。

　この出来事でクローズアップされているのが、

公表が遅れたことで被害が膨大な数に膨れ上がっ

たことです。確かに、早期に数件寄せられた問合

せの時点で、会社の違法性の有無は定かではな

かったかもしれません。最終的には、経営判断と

して自主回収という措置をとったわけですが、被

害との関連性を考えれば遅きに失した感がありま

す。

　あらためて企業の不祥事というものは、単に違

法行為があったか否かに限らず、世の中の非難を

受け、信用を失うような事件・事故を指すものだ

ということがわかります。

　では、コンプライアンスの徹底が企業の不祥事

防止にどこまで寄与するのでしょうか。日頃の遵

法行為はさることながら、根底にはソフト・ロー

の考え方や行動が必要になってきます。すなわち、

何か事が起きたときに倫理的・道義的な規範に基

づいた対応によって、刑事上の問題だけでなく、

民事上の問題をも回避できるかもしれません。

　顧客保護や顧客サービスの視点でビジネスを行

うことは社会からの要請でもあります。例えば、

説明義務について、法からのアプローチでその義

務を果たすことは言うまでもありませんが、ソフ

ト・ローからのアプローチでお客様から信用かつ

信頼されるよう努めることも大事ではないでしょ

うか。

（日本コンプライアンス・オフィサー協会
事務局長　菊池一男）

コンプライアンスと「ソフト・ロー」
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　去る 月 日（日）に実施いたしました第 回コ

ンプライアンス・オフィサー認定試験、および第

回個人情報保護オフィサー認定試験の試験結果

がまとまりましたのでご報告いたします。

　コンプライアンス・オフィサー認定試験

●金融コンプライアンス・オフィサー 級

　成績結果は、〔表－ 〕のとおりです。

　応募者数 名中受験者は 名で、認定者は

名でした。認定率は ． ％、平均点は ．

点で、認定率は前回よりも下がりました。

　問題では、〔問題－ 〕代金取立手形、〔問題－

〕成年後見制度、が低調でした。

　〔問題－ 〕については、手形に関する問題をこ

こしばらく出題しておらず、学習機会が少なかっ

たことが影響しているのか、理解が十分でない答

案が散見されました。 また、〔問題－ 〕に関し

ては、成年後見制度の利用者が増えてきている実

務の現状を踏まえると、残念な結果であったとい

えます。

●金融コンプライアンス・オフィサー 級

　成績結果は、〔表－ 〕のとおりです。

　応募者数 ， 名中受験者は ， 名で、認定者

は ， 名でした。認定率は ． ％、平均点は

． 点で、認定率は前回よりも大きく下がりま

した。

　正答率が ％を下回った問題は、〔問－ 〕法令

等違反行為への対応、〔問－ 〕個人情報保護法、

〔問－ 〕善管注意義務、〔問－ 〕手形・小切手

の取扱い、〔問－ 〕利益相反取引、〔問－ 〕商

習慣・約款取引、〔問－ 〕文書偽造、〔問－ 〕

抱合せ取引、〔問－ 〕適合性の原則、〔問－ 〕

偽造・盗難カード等預貯金者保護法、の 問でし

た。

　これらの問題の多くは、これまで繰り返し出題

されてきている項目でもあり、コンプライアンス

上、重要な問題でもあります。試験対策としての

うわべだけの暗記ではなく、本質を理解して実務

に活かすことができる学習をし、試験にのぞんで

いただければと思います。

　個人情報保護オフィサー認定試験

●金融個人情報保護オフィサー 級

　成績結果は、〔表－ 〕のとおりです。

　応募者数 ， 名中受験者は ， 名で、認定者は

， 名でした。認定率は ． ％と前回（ ． ％）

よりも大きく下がりました。

　マークシートの結果を前回と比べてみますと、

％以下の正答率の問題が 問と 問増えました。

また、 ％以上の正答率の問題が 問と 問減り

ました。また全体的に正答率も不調であったこと

から今回の結果になったものと思われます。

　記述式の結果をみますと、〔問－ 〕手形の紛失

事案発生に伴う公表については、根拠条文を引用

し、的確な理由付けをせず、曖昧な理由付けのま

ま、保管中の手形を紛失したことを「公表すべき

である」あるいは「公表する必要はない」と結論

付けているものもありました。

　〔問－ 〕の第三者提供の例外については、個

人情報保護法 条 項のほか、金融庁ガイドライ

ンの理解が欠かせませんが、なかには「不適切で

ある」とした答案もありました。

　〔問－ 〕の保有個人データの利用目的通知と

手数料については、個人情報保護法 条 項、

条 項・ 項の理解が求められる出題でしたが、

これらと関連づけない答案もあり、やや低調でし

た。

コンプライアンス・個人情報保護　オフィサー認定試験　成績結果
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〔表－ 〕　金融コンプライアンス・オフィサー 級　業態別成績一覧表

全　体
他団体
　・　
個　人

郵　政証　券
生　保
　・　
損　保

労　金
信　連
　・　
農　協

信　組信　金
第　二
地　銀

信　託地　銀
都　銀
　・　
特　銀

応募者数（名）

．．．．．．．．．．．．．応募比率（％）

受験者数（名）

．．．．．．．．．．．．．受　験　率（％）

認定者数（名）

．．．．．．．．．．．．．認　定　率（％）

．．．．．．．．．．．．．平　均　点（点）

．．．．．．．．．．．．．年　　齢（歳）

．．．．．．．．．．．．．勤続年数（年）

※　認定基準は 点（以上）です。表中の平均点・年齢・勤続年数は受験者の数値です。

〔表－ 〕　金融コンプライアンス・オフィサー 級　業態別成績一覧表

全　体
他団体
　・　
個　人

郵　政証　券
生　保
　・　
損　保

労　金
信　連
　・　
農　協

信　組信　金
第　二
地　銀

信　託地　銀
都　銀
　・　
特　銀

，，，応募者数（名）

．．．．．．．．．．．．．応募比率（％）

，，，受験者数（名）

．．．．．．．．．．．．．受　験　率（％）

，認定者数（名）

．．．．．．．．．．．．．認　定　率（％）

．．．．．．．．．．．．．平　均　点（点）

．．．．．．．．．．．．．年　　齢（歳）

．．．．．．．．．．．．．勤続年数（年）

※　認定基準は 点（以上）です。表中の平均点・年齢・勤続年数は受験者の数値です。

〔表－ 〕　金融個人情報保護オフィサー 級　業態別成績一覧表

全　体
他団体
　・　
個　人

郵　政証　券
生　保
　・　
損　保

労　金
信　連
　・　
農　協

信　組信　金
第　二
地　銀

信　託地　銀
都　銀
　・　
特　銀

，，応募者数（名）

．．．．．．．．．．．．．応募比率（％）

，，受験者数（名）

．．．．．．．．．．．．．受　験　率（％）

，認定者数（名）

．．．．．．．．．．．．．認　定　率（％）

．．．．．．．．．．．．．平　均　点（点）

．．．．．．．．．．．．．年　　齢（歳）

．．．．．．．．．．．．．勤続年数（年）

※　認定基準は 点（以上）です。表中の平均点・年齢・勤続年数は受験者の数値です。
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　第 回金融コンプライアンス・オフィサー認定試験、第 回個人情報保護オフィサー認定

試験の成績結果につきましては 、 頁でご紹介しましたが、金融コンプライアンス・オフィ

サー 級では、都道府県別の認定率を集計・作成しました。下記のとおり、認定率が ％超

の都道府県もあります。

＊申込 名以上の団体を対象としています。また、「都道府県別」については、各団体の本店所在地を都道
府県に置き換えて集計・作成しています。

受験料実施時間出題形式実　施　種　目願書受付期間実　施　日

， 円
（税込）

： ～ ：
（ 分）

事例付記述式
金融コンプライアンス・
オフィサー 級年

月 日捷
～ 月 日捷
必　着

第 回
年

月 日掌 ， 円
（税込）

： ～ ：
（ 分）

四答択一式

金融コンプライアンス・
オフィサー 級

保険コンプライアンス・
オフィサー 級
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〔 年 月実施〕コンプライアンス・オフィサー認定試験のご案内

第 回　金融コンプライアンス・オフィサー２級試験
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　★金融コンプライアンス・オフィサー２級…全国平均 ． ％
認定者数受験者数認定率

名名． ％京都府位
名名． ％北海道２位

名名． ％大阪府３位

名， 名． ％東京都４位

名名． ％栃木県５位
名名． ％福岡県位
名名． ％神奈川県位
名名． ％三重県位
名名． ％新潟県位
名名． ％和歌山県位


