
A C B E E の 主 な 活 動日本経営倫理士協会（ACBEE）

企業の不正事件・不祥事が相次ぎ、コンプライアン
ス、CSR、リスク対応など総合的な経営倫理の確立・
実践普及が急務となっています。しかし、いま企業が
「経営倫理」の実務を具体的に進める上で、充分な知
識やノウハウが確立されていないのが現状です。
本協会では、この重要課題に対応するスペシャリス

ト「経営倫理士」の育成を目的としています。「経営
倫理士」資格取得講座は23年間続いており、計700名
の経営倫理士を社会に送り出しています。「経営リス
クに的確に対応するスペシャリスト」として、第一線
で活躍中です。経営倫理士の中には、企業の役員に就
任する人も。また、定年退職後、コンサルタントとし
て活動するケースもあります。

■設立の目的と背景

本協会は、経営倫理実践研究センター（BERC：
1997年発足）と日本経営倫理学会（JABES：1993年
発足） と共に 「三位一体」 型の活動を展開、経営倫
理の理論・幅広いビジネス倫理の実務普及に努めてい
ます。

■提携・協力機関

本協会の前身「経営倫理実践普及協議会」は、経営
倫理実践の推進的役割を担う人材の育成を目指し、
1997年より「経営倫理士」資格取得講座（総合コー
ス）を開設、2009年4月に、NPO法人日本経営倫理士
協会（ACBEE）に改組、事業活動を継続し、実績を
積み上げてきました。2016年からは「初級コース
（通信制)」も開講。

■組織の沿革

①2013.08 「医薬・ヘルスケア ビジネスの社会責任」

②2013.09 「ダイバーシティ経営と障がい者雇用」

③2014.08 「しつもんコミュニケーション術」

④2014.10 「パワハラで職場崩壊も…」

⑤2015.07 「T-T-T Train The Trainer 社内講師養成」

⑥2015.10 「新タイプのハラスメント予防・向上セミナー」

⑦2016.7/10(2回)「CSR担当者のためのファシリテーション」

⑧2017.04 「企業不祥事は防衛できる」

■ACBEE戦略セミナー

■タイムリーで多様な専門情報を発信
ACBEEウエブサイトを中心に情報発信。内容は「コン
プライアンス春秋+(プラス）」「ニュース・ダイナミク
ス」「連携協力組織のイベント・レポート」など。企業
倫理（ビジネス倫理）動向に関する記事、解説、論評、
コラムなど質の高いレポートを掲載。また独自取材によ
る「企業不祥事等の動向一覧」は会員企業中心に利用
(イントラネットなど）されている。
特にタイムリーな記事は重点取材し、「コロナ危機と向
き合って…」「ニュースダイナミクス」などは好評。新
型コロナによる被害拡大は世界的に続いており、 「コロ
ナ危機と向き合って…」はシリーズとして、行政動向も
取材して報道している。

経営倫理・コンプライアンス等を重点に①経営倫理士取得講座②企業等への講師派遣③タイムリーなテーマの
シンポジウム・セミナー④Webを中心とした質の高い情報提供―の４本柱が主な活動。

■「経営倫理士®」取得講座 次頁の掲載記事をお
読み下さい（総合コース中心に紹介）。

■特別シンポジウム

①2009.07 「パワーハラスメントで職場崩壊も… 」

②2011.03 「企業不正と社会責任」

③2012.03 「大型危機と対応力」

④2013.01 「ダイバーシティ、日本に定着したか」

⑤2014.03 「情報コンプライアンスと企業力」

⑥2015.03 「女性活躍で職場を生き生き」

⑦2016.07 「ＬＧＢＴと企業の対応」

⑧2017.07 「『情報セキュリティ』いま問われる企業力」

⑨2018.11 「『内部通報』の浸透・定着 いよいよ『認証

制度』導入へ」
データ改ざん、不正会計、パワハラ、セクハラなど

――企業不祥事からの被害を防ぐ決め手に

第9回シンポ パネルディスカッション（写真下）

⑩2020.02 「パワハラ絶対に許さない」

6月から企業に防止義務化、貴社の取り組みは…

第10回シンポ パネルディスカッション（写真下）

①2015.10.2 開設記念第1回

「『女性活躍』を生かす組織力」

■ACBEE関西シンポジウム

■講師派遣
①不祥事が続く傾向にあり、組織内の教育研修に力を入れ
る企業が増加。ACBEEでは経営倫理（ビジネス倫理）関
連の多様なテーマに対応する講師陣を擁し、各企業からの
派遣要請に応えています。②高等教育の場に非常勤講師と
して出講(いずれも経営倫理士）派遣。③幅広いテーマに
対応するコンサルティングや、イベントなどを企画・制作。

■ 20周年記念講演会
2016.04.08 元経済同友会代表幹事 北城恪太郎講師

「企業の社会的責任と経営者の倫理観」

経営倫理の理論・実践活動を23年間続けるACBEEは多様な情報
発信を展開している。2020年2月開催の特別シンポ「パワハラ
絶対許さない」では、満席の会場内、熱心な討議が続いた。

ACBEE特別シンポの特色は、パネル討論に行政の担当者が参加
している。各回のテーマに応じて、民間の先進企業からの担当
者、学識経験者、ベテラン経営倫理士らがパネラーとして参加
している。さらにこの場に行政サイドから担当官が参加、指導
指針、法改正の動きなど最新情報を提供してもらっている。
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ナイキジャパン
ナイス
ナスダック・ジャパン
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＊一部の社名は受講時のもの

◆ＡＣＢＥＥ団体会員企業◆ アデランス イオン コアバリューマネジメント
サントリーホールディングス システムフロンティア 水ing 成城石井 月島機械

東京ガス 日本工営 ローソン

＊本資料に関する一切の権利は日本経営倫理士協会に帰属します。
その全部または一部を無断で引用・転載することを禁じます。

「経営倫理士®」取得講座とは

＜総合コース＞
幅広く専門的な講
義、受講生の積極
的な姿勢が目立つ
グループワーク

①企業トップ、役員、シニア・コーポレートスタッフ（法
務、 総務、人事、企画、広報、営業の部長、課長等）、
経営倫理・ＣＳＲ関連セクションの担当者等。

②企業グループ内の協力会社・関連会社のトップ、役員、
幹部社員等。

③学生、大学院生、シンクタンク等の調査員・研究員等。

■講座の対象者

■いま注目！「最高レベル」の民間認定資格

日本経営倫理士協会の公認資格「経営倫理士®」を取得
するための講座(総合コース）は民間資格では最高レベル
の内容。経営倫理の理論研究・実践、幅広いビジネス倫理
ノウハウを総合的に体系づけて学びます。主要テーマは、
経営倫理、CSR、コンプライアンス、危機管理、情報セ
キュリティ、ダイバーシティと女性活躍、職場のハラスメ
ントなど幅広く設定しています。講座は各分野のベテラン
専門講師が担当、最新で充分な量の資料提供。受講者間の
懇親交流の集いも大きなメリットとなる、と好評です。
2020年度（第24期）からはオンライン講座として年２

回開催、半年コース（14講座）の短期集中型。資格取得
判定のために小論文、学科試験、最終面接を行い、総合的
に評価・判定します。
受講料195,000円（消費税別）。１テーマ約1万円に相当、

リーズナブルな料金。

Ｑ１．どのような分野の企業・組織の方が受講されていますか。
Ａ１．特定の企業・職種の方が受講されているということはあ

りません。あらゆる組織・職業の方が受講されています。
たとえば、メーカー、流通、小売りなど。総務、企画、
人事、法務、営業、製造現場などの部署の方々が受講さ
れています。公務員、マスコミ、調査研究機関、大学
生・大学院生なども受講、資格取得されています。

Ｑ２．テキスト代など、追加の受講料が発生することはありま
すか。

Ａ２．申込時に払い込んだ金額以外、講座に関する経費（交通
費は除く）はありません。

■受講に際しよくある質問


