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Ⅰ. はじめに

近時、新しいガバナンスのモデルとして、「アジャイル・ガバナンス」にグローバルに

注目が集まっています1。わが国では、経済産業省が 2021 年 2 月に「GOVERNANCE 

INNOVATION Ver,2: アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」と題する報

告書2を公表しており、また、識者によるアジャイル・ガバナンスに関する論稿も多く見

受けられます。他方で、アジャイル・ガバナンスの具体的な内容についての企業担当者

の理解は十分浸透していないようにも見受けられます。加えて、アジャイル・ガバナン

スはガバナンスの分野にとどまらず、今後、企業における危機管理の分野とも交錯する

可能性があると思われ、その観点からも企業担当者にとって重要な意味を持つ可能性が

あると考えられます。

そこで、本号では、アジャイル・ガバナンスの概要を紹介の上、今後のアジャイル・

ガバナンスと危機管理分野の交錯を解説します。

Ⅱ. アジャイル・ガバナンスの概要3

1．デジタル時代のガバナンス

1 アジャイルな規制については、OECD が 2021 年 10 月に、「イノベーションを牽引するためのアジャ

イルな規制ガバナンスに関する勧告」、世界経済フォーラム Global Future Council on Agile Governance
が 2020 年にアジャイルな規制に関するツールキットを公表しております。
2 経済産業省は、アジャイル・ガバナンスに関して、2020 年に「GOVERNANCE INNOVATION Society5.0
の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン」と題する報告書を公表しています。また、経済産

業省は、2022 年 3 月に「アジャイル・ガバナンスの概要と現状」報告書（案）を公表し、パブリックコ

メントに付しております。
3 本稿におけるアジャイル・ガバナンスの概要に関する解説は、経済産業省が 2021 年 2 月に公表した

「GOVERNANCE INNOVATION Ver,2: アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて」と題する

報告書を主に参照しています。
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従来、政府や企業がガバナンスにおいて目指すべき「ゴール」は、主に経済成長で

あり、そのために、政府が中心となってそのゴール達成に向けたルールやプロセスを

整備することが伝統的なガバナンスモデルでした。

しかし、現代社会におけるデジタル技術の急速な発展に伴い、社会は複雑化・高度

化し、従来のガバナンスのあり方とは異なる視点が必要となってきています。すなわ

ち、デジタル技術により、①大規模・広範囲・多種類のデータ収集、②AI 等によるデー

タ分析の高度化、③フィジカル空間への直接的な作用、④様々な機能をもつシステム

の相互運用、⑤地理的制約や業種の壁を超える拡張性、⑥外部環境の変化への迅速な

順応、といったことが可能となっています。その結果、デジタル技術に基づいた現代

社会は、急激な変化、結果の予見・統制の困難性、責任主体の決定の困難性、業界を

超越した支配力の集中、ローカルとグローバルの境界の相対化といった様々な特徴を

持つようになり、ガバナンスのゴールを達成するためのルールやプロセスを決めるこ

とが著しく難しくなっています。さらには、そのゴール自体も、経済成長のみならず、

気候変動、環境といった公的価値への貢献や、人権、多様性といった人間の本質的価

値への配慮等、極めて多様化し、流動化しています。

このような社会においては、特定のゴールを目指した一律のルールの制定を前提と

した、従来のガバナンスモデルには限界があると思われます。そこで、常に変化し続

ける環境やリスク、ゴールをとらえ、企業、政府に限らず、個人やコミュニティを含

めた様々なステークホルダーがそれぞれの持つ情報と価値観の下に、自主的かつ積極

的なルール形成を行う必要があります。そして、このようなガバナンスモデルこそが、

アジャイル・ガバナンスです。

2．アジャイル・ガバナンス

（1） アジャイル・ガバナンスの特徴

アジャイル・ガバナンスに関する統一された定義はありませんが、経済産業省が

2021 年 2 月に公表した「GOVERNANCE INNOVATION Ver,2: アジャイル・ガバナ

ンスのデザインと実装に向けて」と題する報告書においては、アジャイル・ガバナ

ンスは、①マルチステークホルダーを主体とし、②アジャイルな手法で、③マルチ

レイヤ―の仕組み中で実践されるガバナンスモデルとされています。

①主体：マルチステークホルダー

従来のガバナンスモデルにおいては、前記（1）のとおり、政府が主体となってルー

ルの制定等を一方的に行い、企業や個人が制定されたルールを遵守することでゴー

ルを達成することが目指されてきました。しかし、デジタル社会は、複雑化してお

り、変化も激しいことから、政府による法規制ではデジタル技術やビジネスモデル

の変化に追いつくことが難しくなる可能性があります。また、最新のデジタル技術

については、企業や個人がより多くの情報を有していることも考えられます。その
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ため、アジャイル・ガバナンスにおいては、政府のみならず、企業や個人といったス

テークホルダーが相互に連携し協働してガバナンスを行うことが求められています。

②手法：アジャイル

デジタル社会においては、AI を搭載するシステムのように、リスクを事前に完全

に予測することが困難なシステムも多く、事前に正しいルールや責任の所在を定め

ておくことが困難な場合があります。そこで、失敗を許容しつつ、社会全体で継続

的に学習し、ガバナンスの仕組みを迅速にアップデートし続けるアジャイルな手法

が必要となります。

③構造：マルチレイヤ―

前記①②のとおり、マルチステークホルダーによるアジャイルなガバナンスにお

いては、様々な主体が関与するガバナンスの仕組みが重層的に機能することになり

ます。例えば、企業が提供する各種サービスの前提として、金融分野における決済

基盤や、モビリティ分野における交通データ連携基盤のような、分野別のインフラ

的な機能が必要となり、さらにその前提としてプライバシー・セキュリティといっ

た横断的な要素に関する法規制や標準の整備も求められます。このような各種レイ

ヤーの中で、重要な機能については信頼の基盤がマルチステークホルダーにより協

調的に構築されることが、アジャイル・ガバナンスの基礎となります。

（2） アジャイル・ガバナンスの具体的な実践プロセス

このような特徴を持つアジャイル・ガバナンスを具体的な実践プロセスを図示す

ると下記のとおりになります。図のとおり、アジャイル・ガバナンスは、「環境・リ

スク分析」・「ゴール設定」・「システムデザイン」・「運用」・「評価」・「改善」というサ

イクルを、マルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていくモデルにな

ります。

出典：経済産業省「GOVERNANCE INNOVATION Ver,2: アジャイル・ガバナンスの

デザインと実装に向けて」と題する報告書（2021 年 2 月）
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まず、サイクルの起点は「ゴール設定」及びその前提となる「環境・リスク分析」

になります。デジタル社会においては、あらかじめルールを詳細に設定するのでは

なく、様々な「ゴール」を各ステークホルダーでその実現可能性も踏まえて設定・共

有することが必要となります。「ゴール設定」の後に、そのゴール達成のために最適

なガバナンスの「システム」の全体像の設計が必要となります。ここでいう「システ

ム」とは、法律等のルールだけでなく、技術（AI 技術等）、組織（モニタリング体制、

紛争処理体制等）を含む包括的なガバナンスに関連するシステムを意味します。そ

して、デザインされたシステムを「運用」する段階においては、各ステークホルダー

が技術やルールを実装します。ここで、ガバナンスの主体は、システム運用のリス

ク状況等について、継続的に自らの責任でモニタリングすることが求められます。

そして、影響を受けるステークホルダーに対して、ガバナンスに関する情報（自ら

のシステムのゴール、そのためのシステムデザイン、生じ得るリスク、運用体制、運

用結果、救済措置等）を適切に開示し、双方向的なコミュニケーションを継続する

ことが不可欠となります。

このようなシステム運用が開始された後、ガバナンスの主体は、当初設定したゴー

ルが現状のシステムで達成されているかを「評価」し、不十分であればシステムを

迅速にアップデートすることが必要となります。「システムデザイン」→「運用」→

「評価」という上記図の内側のサイクルのみに着目すると、概ね PDCA に相当しま

す。このような「評価」の過程がアジャイル・ガバナンスの大きなポイントの一つと

なります。

また、アジャイル・ガバナンスの実践においては、内側のサイクルと同時に、外側

のサイクルも継続的に回転させる必要があります。すなわち、前記（1）のとおり、

デジタル社会においては、設定したゴールやその前提となる環境、リスクが常に変

化し続けることから、それらの見直しも継続していく必要となります。

このように、PDCA を内包しつつ、その前提となる環境分析やゴール設定を常に

見直し続け、外部に対する透明性やアカウンタビリティを確保するモデルが、アジャ

イル・ガバナンスの基本となります。

（3） 企業におけるアジャイル・ガバナンスの在り方

前記（2）を踏まえて、企業においてどのようにアジャイル・ガバナンスを実践す

るかについて解説します。まず企業が達成すべき「ゴール設定」が必要となります。

前記（1）のとおり、近年では経済成長のみならず、気候変動、環境といった公的価

値への貢献や、人権、多様性といった人間の本質的価値への配慮が企業価値向上の

ために不可欠となりつつあります。これらの様々なゴールのバランスや実現可能性

を検討しつつ「ゴール」を設定することが重要になります。

さらに、「システムデザイン」の場面においては、ルール制定については、ユーザー

との間の利用規約やプライバシーポリシーの策定、業界団体ルール等の自主ルール

の策定等が考えられ、組織デザインについては、リーガルリスクに対応できる法務・
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コンプライアンス部門の強化や意思決定を迅速化できるようなフラットな組織づく

り等が考えられます。

そして、「運用」の過程においては、幅広いステークホルダーに対して、透明性を

確保し、アカウンタビリティを尽くすことが必要となります。そして、このような

ガバナンスシステムの「評価」及びアップデートを継続すると共に、「環境・リスク

の再分析」と「ゴールの再設定」を行うことになります。

Ⅲ. アジャイル・ガバナンスと危機管理の交錯

1．企業における不祥事

企業において、不正・不祥事が発生した場合、不正・不祥事の原因を正確に分析し

て今後の改善につなげていくには、アジャイル・ガバナンスのフレームワークに基づ

いて、当該企業においてアジャイル・ガバナンスのいずれのプロセスが機能していな

かったのか、十分でなかったのかを理解することが有益だと思われます。すなわち、

当該企業における運用に問題があったのか、それとも、その評価やそもそものシステ

ムデザインが問題行為につながったのか、又はゴール設定や環境・リスクの分析、ゴー

ルの再設定に問題があったのか等の検討が重要になると考えられます。

例えば、運用面に問題がある場合としては、リアルタイムでのモニタリングを行っ

ていたものの、実際に取得したデータがリスクを特定するのに十分な質を備えておら

ず、実質的にモニタリングが機能していないといったことが想定されます。また、そ

もそもゴール設定に問題があったということも考えられます。例えば、データを取り

扱う企業において、ステークホルダーの範囲にユーザーを含めておらず、ゴール設定

の際にユーザーへの負のインパクトを十分考慮できていない場合が想定されます。

2．再発防止策としてのアジャイル・ガバナンスの構築

社内調査委員会や外部調査委員会が行う不正調査においては、事実関係を解明し不

正の疑義を明らかにしていくということに加えて、不正が検出された場合には、その

原因を分析し、再発防止策を策定することが重要となります。再発防止策の策定やそ

の実行にあたっても、上記で述べたアジャイル・ガバナンスの考え方が応用できるよ

うに思われます。

例えば、不正の原因の一つとして内部監査体制の脆弱性が挙げられ、それに伴い再

発防止策としてその強化が掲げられる場合も少なくありません。外部環境における不

確実性の高まりや企業活動の多様化・複雑化を背景に、内部監査に期待される役割が

格段に高まっている一方で、内部監査部門の機能の重要性が認識されず、そのため十

分な人員が配置されないという状況も見受けられます。

内部監査の目的は、企業におけるテールリスクを把握し撲滅するためのものではな
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く、経営直轄下で重大なリスクの芽を早期に発掘し、顕在化を防ぐことにあるといえ

ます。内部監査部門は、リスクマネジメントを行っている部署とも連携しつつ、企業

活動や外部環境からリスクを分析・評価し、重点的に監査すべきものを設定し、内部

監査を実施していきます。しかし、環境変化の激しい業種・業界においては年度の途

中でもリスクが大きく変化することもありえます。また、内部監査を行っている途中

で、これまで認識されていなかったリスク評価に重大な影響を与えうる事象が発覚す

るということや、反対に、内部監査の計画の途中段階で不正リスクが低いと判断でき

る場合も考えられます。

一方で、これまでの内部監査においては、年初までに決めた年間の実施計画は、計

画通りに実行しなければならないという通念にとらわれている帰来もあり、こうした

通念が内部監査に期待される不正の早期発見や重大なリスクの検知の妨げとなって

いる可能性も否定できません。

アジャイル・ガバナンスは、外部環境やリスク変化を分析して、ゴール設定自体を

継続的に見直すという発想であり、この考え方によれば、年度の途中であっても外部

環境やリスク変化に応じた内部監査計画の変更は望ましいものと捉え直すことがで

きます。計画時点ではリスクが高いと評価していた項目であっても、例えば往査の結

果、実際はそれほどではないと判断できたのであれば当該項目の内部監査は打ち切り、

他の項目の内部監査に移行するという方法も採るべきです。

内部監査に十分な人員を配置できないからこそ、形式的、事後チェック型内部監査

から、アジャイル型の内部監査に移行していくことが有効な形の一つであるといえる

ように思われます。

3．コンプライアンスコストの減少につながる可能性

デジタル社会では、今後も従来以上に新たな法規制やガイドラインが導入されるこ

とが予想されます。アジャイル・ガバナンスを実践している企業においては、法規制

やガイドラインの変化に合わせてガバナンス体制をゼロから再構築することなく、こ

のような新たな法規制やガイドラインに柔軟に対応できるものと思われます。

例えば、情報セキュリティマネジメントに関する ISO27001 の要求事項体系は、ア

ジャイル・ガバナンス類似の PDCA を内包した二重サイクルが採用されています。そ

の他の規制やガイドラインについても、今後、社会変化に伴い、アジャイル・ガバナ

ンス類似のモデルを採用したものが増加すると思われ、アジャイル・ガバナンスはこ

れらにより馴染むガバナンスモデルといえます。

もっとも、一企業がアジャイル・ガバナンスを導入することは初期的には必ずしも

容易ではないとも思われます。前記のとおり、アジャイル・ガバナンスはマルチステー

クホルダーを前提としており、一企業の活動のみで達成できるものではありません。

ゴール設定のためには、政府も含めた多様なステークホルダーの協働が必要であり、

各ステークホルダーを巻き込んで、リスクレベルに応じたガバナンスモデルを構築す
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ることは非常に労力を要します。そのため、アジャイル・ガバナンスを導入する初期

コストは決して小さくないといえます。

しかし、今後のデジタル社会における規制やガイドラインの潮流を見据えれば、早

期にアジャイル・ガバナンスを導入し、複雑かつ急速な時代の変化への耐性を持った

ガバナンス体制を構築しておくことは、後々のコンプライアンスコストの減少に繋が

り、有意義といえると思われます。

Ⅳ. おわりに

以上みてきたとおり、アジャイル・ガバナンスは、企業の新たなガバナンスのモデル

として重要性を持つだけでなく、危機管理分野との交錯の観点からも重要となる可能性

もあります。当事務所としても、今後の動向に注目するとともに、引き続き情報の発信

をしてまいりたいと考えております。

セミナー情報

 セミナー  『不正・不祥事の発覚から 1 週間以内に企業担当者がすべきこと―

主要 13 類型を網羅、初動対応のノウハウを伝授―』

開催日時  2022 年 8 月 23 日（火）13:30~15:30

講師    山内 洋嗣、奥田 敦貴

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ

 セミナー  『一歩先の「ビジネスと人権」と人権デュー・ディリジェンス～理

想と現実の間で、どう対応するべきか～』

開催日時  2022 年 8 月 25 日（木）13:00~16:00

講師    梅津 英明

主催    企業研究会セミナールーム／オンライン

 セミナー  『実務担当者のためのインサイダー取引規制の基礎と実務』

視聴期間  2022 年 10 月 7 日（金）10:00～2022 年 12 月 7 日（水）

講師    戸嶋 浩二

主催    株式会社商事法務

文献情報

 論文    「企業法務のための経済安全保障 第 4 回 経済安全保障を読み解

く主要 11 分野 ――経済制裁編」

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 5 月号

著者    大川 信太郎
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 本     『外為法に基づく投資管理―重要土地等調査法・FIRRMA も踏まえ

た理論と実務』

出版社   株式会社中央経済社

著者  大川 信太郎

 論文    「実務に役立つ法律基礎講座（81）外国人労働者」

掲載誌   株式会社労務行政

著者    荒井 太一、上田 雅大、北 和尚、五十嵐 充、南谷 健太

 論文    「企業法務のための経済安全保障 第 5 回 経済安全保障推進案

（上）経済安全保障を読み解く主要 11 分野 ――サプライチェー

ン強靭化、基幹インフラの機能維持」

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 6 月号

著者    大川 信太郎

 論文    「類型別 不正・不祥事への初動対応 第 4 回 反社会的勢力との

取引」

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 6 月号

著者    山内 洋嗣、山田 徹、白根 央

 論文    「視点 国際紛争下で問われる ESG」

掲載誌   資料版商事法務 No.457

著者    梅津 英明

 論文    「2022 年 6 月 1 日に施行を控えた改正公益通報者保護法への対応

策──消費者庁の指針および指針の解説を踏まえた最終チェック

──」

掲載誌   資料版商事法務 No.457

著者    西本 良輔、奥田 敦貴

 論文    「『ビジネスと人権』を巡る立法措置の国際的潮流─様々な立法ア

プローチの整理と展望」

掲載誌   月刊経団連 2022 年 5 月号

著者    梅津 英明

 論文    「類型別 不正・不祥事への初動対応 第 5 回 環境汚染」

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 7 月号

著者    山内 洋嗣、山田 徹、高田 和佳
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 論文    「実務に役立つ法律基礎講座（83）管理監督者」

掲載誌   労政時報 4036 号

著者    安倍 嘉一、宇賀神 崇、南谷 健太、芝村 佳奈、渡邉 悠介、佐藤

   真澄、對馬 陸、岸本 直也

 論文    「類型別 不正・不祥事への初動対応（終）企業幹部の私生活上の

犯罪」

掲載誌   ビジネス法務 2022 年 8 月号

著者    山内 洋嗣、山田 徹、山内 裕雅

NEWS
 Benchmark Litigation Asia-Pacific 2022 において高い評価を得ました

 山内 洋嗣弁護士のインタビューが、日本経済新聞電子版『知床観光船を海底で

発見 乗船リスク、利用者判断できず』と題した記事に掲載されました

 山内 洋嗣 弁護士へのインタビューが、日本経済新聞 19 面（法税務面）・電子版

『法トーク 公益通報保護、全社で対応を』と題した記事に掲載されました

 山内 洋嗣 弁護士のコメントが、日本経済新聞 38 面（社会面）・電子版『観光船

業界、安全対策急ぐ 膨らむコスト「中小に重く」』と題した記事に掲載されまし

た

（当事務所に関するお問い合せ）

森・濱田松本法律事務所 広報担当

mhm_info@mhm-global.com
03-6212-8330
www.mhmjapan.com

www.mhmjapan.com

