コロナ禍で浮き彫りになった課題
── 大杉さんは、２０２０年７月に日本リスク
コミュニケーション協会を設立されています
が、リスクコミュニケーションとは何なので
しょうか。
「危機管理」や「リスク管理」
、
「危
機管理広報」などの用語との違いを教えてくだ
さい。
大杉 当法人ではリスクコミュニケーションを

す︒

危機に直面した際、
危機対応が奏功するか、
また信頼が回復するかは
全て「戦略的なコミュニケーション」にかかっていると
一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会
代表理事の大杉春子氏は語る。
今、企業がとるべきコミュニケーションとは何か。

リスクコミュニケーションは︑これら全てを

ＣＭ︵事業継続管理︶の理解などが強化されて

異なるのは︑主にＢＣＰ︵事業継続計画︶やＢ

を含む点で﹁危機管理広報﹂とは似ていますが︑

外のステイクホルダーと適切なコミュニケー

す︒

ら準備をしているということが肝要になりま

瞬間に備わっていないとできないので︑平時か

外への広報活動です︒これは必要になったその

と︒
﹁危機管理広報﹂は︑火事が起きた際の内

スク管理﹂は消防訓練で︑平時に行う準備のこ

消火活動で︑
有事に取る対処を意味します︒
﹁リ

かりやすいかと思います︒まず﹁危機管理﹂は

他の用語との違いは︑火事に当てはめると分

大杉春子

包括した考え方です︒平時と有事︑両方の要素

次のように定義しています︒
﹁有事の際に︑内

レイザー株式会社 代表取締役／
一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会 代表理事

ションを図ること︒
これを迅速に実現するため︑
平時より準備を進めること﹂
︒有事に問題が発
生してからの行動では遅いため︑平時からリス
クを意識して行動することがポイントとなりま

リスクコミュニケーション

リスクコミュニケーション

伝える工夫

事件・事故、不祥事、災害、
そしてウイルス。
企業を取り巻くリスクは、かつてないほど広がり、
また、
コミュニケーションのリスクも増大している。
企業は今、
これらをどう捉え、何をしていくべきか。
リスクからの回避と回復の術を探る。

不祥事がさらに表面化しています︒

られるようになり︑こうした働きかけによって

に会社法が改正され︑社外取締役の設置が求め

等が改正されてきました︒最近では２０１４年

し︑監査役制度の充実や企業統治に関する商法

す︒日本では︑バブル崩壊後から不祥事が多発

ますます明るみになっていることが挙げられま

大杉 前提として︑昨今日本では企業不祥事が

だとお考えでしょうか。

── なぜ、今リスクコミュニケーションが必要

方が今︑日本企業に必要だと考えています︒

させる︒このリスクコミュニケーションの考え

留めるだけでなく︑迅速に回復して事業を継続

いることです︒有事の際︑ダメージを最小限に

特集

伝える工夫
特集
また︑不祥事が発覚した際の情報開示の仕方
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平 時 の 戦 略 なくし て
有 事 の 対 策 なし

リスクコミュニケーターに求められるのは︑

不安に苛まれるなか︑政府はもちろん︑企業と

ルスの拡大によって不測の事態が続き︑人々が

に高まったのが︑昨今のコロナ危機です︒ウイ

そして︑コミュニケーションの重要性がさら

付けられる画期的な事案となりました︒

は︑判例上初めて経営者に危機管理広報が義務

主代表訴訟に発展︒２００６年に下された判決

経営層が事実を隠蔽したことも問題となり︑株

いたことが発覚した事件です︒この事件では︑

いところまで戦略的なコミュニケーションプラ

や従業員が集まる集会でのスピーチなど︑細か

基本的な決まりごとはもちろん︑株主への手紙

きません︒米国企業︑特に大企業は︑こうした

を作っておかないと︑いざそうなったときにで

れも平時から﹁夜中でも集まる﹂という決まり

て対応方針を決める企業は多いです︒ただ︑そ

緊急時は夜中であっても緊急対策委員会を開い

ンを策定しているかどうかにあります︒
例えば︑

その差は︑戦略的なコミュニケーションプラ

ます︒

ションを図り︑把握していることが重要になり

など︑平時から広い視野を持ってコミュニケー

か︑経営者はどのような方針を立てているのか

ルダーはどのような観点で企業を見ているの

れぞれの部門で何をしているのか︑ステークホ

な視点で判断できるスキルが求められます︒そ

各分野の専門知識は必要ありませんが︑俯瞰的

を知らせるにも非常に有効だったと思います︒

してもＢＣＰやＢＣＭがどうなっているのか︑
ンを立てております︒
だからこそ︑
いち早くメッ

も問われるようになっています︒分岐点となっ

安全と安心に対してどのように取り組むのかが
セージが出せるのです︒

有事の際にリスクを洗い出し︑優先順位を決め

強く問われました︒同時に︑その際のコミュニ
── 日本企業の課題はどこにあるのでしょう

日本企業はこうした対応で遅れをとった印象が

ケーションの図り方次第で︑情報の受け手の心
か。

たのは︑２００２年︑ドーナツの全国チェーン

持ちやその後の危機対応が変わるということ
大杉 日本企業の場合︑組織が縦割りになって

て︑
適切な対策を立てられることです︒各部門・

も︑
誰もが痛感したと思います︒これらは全て︑
いるという点が課題として大きいと考えていま

あります︒

平時からの備えがものをいう部分であり︑そこ
す︒有事の際に適切な対応をとるには︑組織が

店において︑商品に無認可の添加物が使われて

が浮き彫りになったといえます︒
一つのチームとして動く必要があります︒しか
し︑日本企業は平時から部門間の連携がとれて

させたりして︑ソーシャルディスタンスを表現

文字間隔を開けたり︑キャラクターにマスクを

感染が拡大し始めてからすぐに︑自社のロゴの

大杉 例えば︑米国では新型コロナウイルスの

ん。

また企業によってかなり差が出たかもしれませ

── 確かに、コロナ禍での対応は国によって、

ションを司るスキルを持つ人材が不足してお

織内外のステークホルダーとのコミュニケー

わたります︒日本企業ではこれらをつなぎ︑組

者︑広報︑人事︑総務︑法務︑弁護士と多岐に

経営者にはじまり︑事業責任者︑管理部門責任

リスクコミュニケーションに携わる関係者は︑

スクコミュニケーター﹂の存在です︒組織内で

そこで求められるのが︑各部署をつなぐ﹁リ

求められる組織内外のつなぎ役

する企業が数多く出ました︒こうしたメッセー
り︑その育成が急務だと考えています︒

おらず︑いざというときの対応が遅いのです︒

ジは︑人々を勇気付けるにも︑また企業の姿勢

なくなる性質があります︒健全な企業文化とマ

ル事件﹂への対応です︒タイレノールは︑同社

ンソン・エンド・ジョンソン社の﹁タイレノー

知られるのが︑１９８２年に発生した米国ジョ

大杉 ビジネス史上最も優れた危機対応として

でしょうか。モデルケースを教えてください。

まった場合、企業はどのように対処すべきなの

── 仮に事件や事故、不祥事などが発生してし

相手から先に情報発信をするということです︒

いこと﹂
︒事件や不祥事で最も影響を与えうる

大杉 まず︑
﹁情報発信の優先順位を間違えな

際のポイントを教えてください。

もしれません。その他、緊急時に情報開示する

── 当たり前のようでいて、最も難しいことか

があるのです︒

事のとき都合の悪いことを隠してしまう危険性

カツが販売されているのを見かけたそうです︒

番屋のアルバイト社員が︑店で廃棄したはずの

大杉 ２０１６年︑カレーハウス・ＣｏＣｏ壱

います。そこはどのようにお考えでしょうか。

── 一方で、社内への啓発も必要になるかと思

隠蔽を生まない企業文化を育む

が販売している解熱鎮痛剤ですが︑
１９８２年︑

社内教育が徹底されていたこと︑そして通報

おかしいと感じたそのアルバイト社員は︑写真

次に︑
﹁事実確認が取れるまではホールディ

が即座に経営層に届く風通しの良い組織風土に

タイレノール事件であればまずは消費者︑これ

この後︑ジョンソン・エンド・ジョンソン社

ングコメント︵＝情報開示まで待ってもらうた

賞賛が集まりましたが︑実際にどのような社内

服用したシカゴ周辺の人々が次々に突然死を遂

は迅速に社内調査を実施︒
﹁異物混入の疑いが

めのコメント︶を出すこと﹂です︒緊急時は︑

教育をしていたかといえば︑非常にシンプル︒

を撮って直接経営層に送信︒経営層はすぐに対

ある﹂と判断された時点で︑早急に消費者に対

情報の受け手の不安を解消すべく︑迅速に正し

たった二つのことを共通認識として持つよう

が例えば火災であればまずは地域住民になりま

し︑ 万５︐０００回に及ぶテレビ放映︑専用

い情報を発信していくことが大切ですが︑すぐ

にしていたそうです︒それは︑
﹁嘘はつかない﹂

げるという事態が発生します︒これを機に︑同

フリーダイヤルの設置︑新聞の一面広告の掲載

に真相が分からないこともあります︒その際は

﹁不祥事があったら必ず開示する﹂
︒いくら分厚

応して︑廃棄物処理業者の責任が問われた︑と

などで回収と注意を呼びかけました︒また︑異

﹁今こういう状況です﹂
﹁こういう調査をしてい

く長いマニュアルを作成していても︑なかなか

す︒その順番を押さえることは︑極めて重要で

物混入を防ぐための特殊な形状のパッケージを

るので少々お待ちください﹂などの第一報を発

社員は携帯しませんし︑くまなく読むことも少

社は社会からの信頼を大きく失墜させ︑倒産寸

開発し︑再発防止を徹底︒これらによって︑社

信し︑情報が分かり次第︑第二報︑第三報を発

ない︒そのため︑社内の決まりごとはとにかく

いう事件がありました︒

会からの信頼を回復させ︑２か月後には事件前

信することで人々の不安を増幅させずに済みま

す︒

の売上の ％まで回復したのです︒

シンプルに分かりやすくしたほうが浸透しやす

スも多い︒しかし︑顧客を第一に考え︑顧客に

よく起こりますが︑企業側は被害者であるケー

を伝えた﹂ということです︒異物混入の事件は

したのか明らかにすることで︑ステークホル

る企業も増えています︒
﹁いつ﹂
﹁誰が﹂
﹁何を﹂

ライン︵＝時系列の事実確認内容︶を開示す

また︑昨今ではプレスリリースなどでタイム

── 公共的役割を担う首都高のような企業は、

重要なのは︑
﹁保身に走らずに︑正しい情報

寄り添って︑事実の公表に徹した︒ここが非常

ダーやメディアからの指摘を受けにくいという

平時からどのようなことに取り組むべきでしょ

平時からユーザーの不安を解消する

に重要なポイントです︒

メリットがあり︑今後一般化していくと考えら

うか。

が︑危機に直面したとき︑人の脳は正常に働か

ある研究結果で明らかになっているのです

れます︒

く︑いざというときにも役に立つのです︒

す︒

前にまで追い込まれました︒

ニュアルなどにより備えをしておかないと︑有

リスクコミュニケーション

伝える工夫
特集
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て︑首都高としてどのようにケアをしているの

いことでしょう︒そうした利用者の思いに対し

おり運転への対応などが気になっている方は多

えば災害発生時の避難経路や︑昨今で言えばあ

と︒せっかくならここで受けた声を紹介し︑首

もったいないのはあまり認知されていないこ

応されていますね︒
素晴らしい取り組みですが︑

利用者の些細な気づきや要望にも一つひとつ対

また︑首都高はお客さまセンターを設置し︑

組まれている﹁首都高ドライバーズサイト﹂や

かを伝えていくことが重要だと思います︒平時
都高としてどういう対策をしているかという回

大杉 利用者は首都高を利用するとき︑必ず安

からこうした情報発信をし︑首都高のファンを
答も紹介していくとより認知が広がり︑首都高

ＳＮＳでの情報発信は有効だと思います︒

増やしていくことで︑有事の際も危機対応が奏
のファンもさらに増えていくと思います︒

全に︑安心して利用したいと思うはずです︒例

功しやすくなるからです︒ですから︑現在取り

正義感からくる怒りの拡散
── 近年、ＳＮＳを活用して情報発信する企業
が増えています。その背景やメリットから教え
てください。
山口 ＳＮＳの普及によって︑誰もが自由に︑
不特定多数に発信できる
﹁１億総メディア時代﹂
が到来しました︒これにより顕著に変わったの
は︑
人々の消費行動です︒何かを購入するとき︑
ネットの口コミを見て決めるのが当たり前にな
り︑また﹁インスタ映え﹂など発信するための
消費も活発化している︒私が Goog leと共

が分かっています︒ここまで大きな効果がある

７００億円もの消費の押し上げ効果があること

５兆円︑
発信するための消費活動には年間約７︐

した炎上は約１︐２００件にのぼり︑１日に換

研究所の調査結果によると︑２０１９年に発生

山口 そうですね︒デジタル・クライシス総合

て高まっているのが炎上ですね。

同で実施した調査では︑口コミには年間約１・

ので︑企業がＳＮＳを活用する流れは必至だっ
の調査では︑炎上件数が最も多いのは︑実は企

サービスの情報を拡散できること﹂もメリッ

ションが生まれやすいのです︒また︑
﹁商品や

す︒
そのため︑
消費者との双方向のコミュニケー

普段交流している相手と区別せずに認識しま

ツールとして認識しているため︑企業のことを

れます︒消費者はＳＮＳをコミュニケーション

ます︒

て大炎上した企業で︑ ％も急落した例もあり

ます︒
また︑
不正契約や高額請求が明るみになっ

均して株価が０・７％下がることが分かってい

雄教授の分析によると︑中規模以上の炎上で平

ず﹁株価の下落﹂です︒慶應義塾大学の田中辰

企業炎上のリスクとして挙げられるのが︑ま

業だということも分かっています︒

トでしょう︒
﹁バズ︵＝爆発的に情報が広がる

費者と対等な目線で発信できること﹂が挙げら

ＳＮＳ活用のメリットは様々ですが︑
まず
﹁消

算すると３件以上も発生しています︒また︑別

昨今、企業のマーケティング活動や広報活動として、
SNSの活用は不可欠な施策になりつつある。
だが、
そのなかで高まっているのが、“ネット炎上”のリスクだ。
企業はネット炎上にどう立ち向かうべきか。
国際大学 グローバル・コミュニケーション・センター
准教授の山口真一氏に聞く。

たといえます︒

山口真一

リスクコミュニケーション

にゲーム性のあるキャンペーンを仕掛け︑一気

例えば︑消費者がＳＮＳを使用している時間帯

れ︑広範囲に広がっていく拡散力があります︒

Ｓには発信した情報がまた他の人にもシェアさ

現象︶
﹂という言葉がよく使われますが︑ＳＮ

にくく︑競争力の低下につながりかねないとい

べき表現はありますが︑他社との差別化が図り

発信しかできなくなります︒もちろん︑避ける

萎縮してしまい︑当たり障りのない︑中庸的な

す︒あまりに炎上が頻発すると︑企業としても

もう一つ︑懸念されるのが﹁表現の萎縮﹂で

なってしまうわけです︒

するだけの私刑︵リンチ︶と同じような状態に

ため︑結果的に︑それぞれが思い思いの攻撃を

正義であり︑社会的正義ではありません︒その

でいう正義感は一人ひとりの価値観のなかでの

もう一つ︑
﹁メディア間の共振作用﹂があり

仮想的な空間で仮想的な回答を集めているに過

集めての調査などは行われていましたが︑実は

ができること﹂です︒これまでも︑モニターを

の大きな違いは︑
﹁消費者の生の声を知ること

﹁ソーシャルリスニング﹂といいます︒従来と

ド戦略に反映しやすくなっています︒これを

消費者の反応や評価を集め︑販売戦略やブラン

が以前炎上に加担している人を対象に調査した

されます︒ではなぜ︑怒りが生まれるのか︒私

が︑悲しみや喜びなどの投稿よりはるかに拡散

これは複数の実証実験で明らかになっています

感情が拡散されやすいこと﹂
が要因にあります︒

山口 まず︑ネット特有の現象として﹁怒りの

うか。

── なぜ、
炎上は生まれ、
広がっていくのでしょ

人が知ることになり︑さらにネットに投稿する

上げる︒すると︑ネットユーザー以外の幅広い

ト上で徐々に不満が出て︑マスメディアが取り

上げていることが一因だと考えられます︒ネッ

は︑近年テレビがネットの話題を積極的に取り

エティ番組と答えた人が ％もいました︒これ

答えた人は ％だったのに対し︑テレビのバラ

知経路を調査したところ︑Twitter と

うリスクをはらんでいます︒

ぎませんでした︒しかし︑ＳＮＳの場合︑本当

ところ︑ 〜 ％の人がストレス発散ではなく

ます︒帝京大学の吉野ヒロ子准教授が炎上の認

の生の声を︑大量に︑しかも無料で集められる︒

一方︑情報収集の面でもメリットが大きく︑

に拡散させるということも可能です︒

おおすぎ はるこ／東証一部上場企業に
て海外子会社9 拠点の経営管理室を経
て、中国にて不動産証券会社スタートアッ
プや日本国内で商業施設開発などに携わ
る。2014 年にレイザー株 式 会 社 代 表 取
締役就任。昨今の広報における危機管理
のニーズを受けて、危機管理広報トレーニ
ングプログラム「KIKI（キキ）」を各専門
家やメディア関係者と共に構築。これを支
援企業に導入し、攻める広報と守る広報
の2 軸で事 業を展 開。2020 年7月、一 般
社団法人日本リスクコミュニケーション協会
（RCIJ）
を設立、代表理事に就任。

この点はビジネスに非常に有用です︒

書いていることが分かりました︒ただし︑ここ

﹁許せない﹂
﹁失望した﹂などの﹁正義感﹂から

ていくのです︒

人が増える︒こうして雪だるま式に大きくなっ

57
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ネット炎 上
そ の 火 種と火 消
60

のようなことが原因になっているのでしょう

── 企業の炎上が最も多いとのことですが、ど
ングを知っておくこと﹂です︒具体的には︑食

山口 一つ目は︑
﹁炎上しやすい話題やタイミ

── これらの予防策を教えてください。

いうケースです︒

違えて投稿してしまい︑その発言が炎上すると

部にもネットに慣れていない人は多いですか

トが原因となることもありますし︑また︑上層

うことです︒企業の炎上は社員個人のアカウン

どに限定するのではなく︑全方位的に行うとい

教育﹂です︒ここで注意すべきは︑新入社員な

企業炎上を誘発する五つの火種

か。
ら︑全社員への周知徹底が必要です︒

のようなパンデミックが起きているタイミング

べ物や宗教︑社会保障︑格差︑災害︑政治︑戦争︑

一つ目が︑
﹁批判や暴言︑特定の層を不快に
です︒実際︑２０２０年４月の炎上件数は︑前

山口 企業の炎上の原因はいくつかあり︑次の

させる表現﹂です︒その中で最も多いのは︑﹁特
年同月比の３・４倍になっています︒社会全体

性別に関する話題︒そして︑災害時やコロナ禍

定の層を不快にさせる表現﹂で︑特に女性差別
が不安になりネガティブな感情が出てくると︑

五つに分類できます︒

やセクシャル・ハラスメントと見受けられる表
きが出てくるため︑
気をつける必要があります︒

敵を見つけてバッシングして解消するという動

二つ目が︑
﹁反社会的行為や規範に反した行
二つ目が︑
﹁誤った情報発信や捏造をしない

現をして炎上するケースは多発しています︒
為﹂です︒２０１０年 月︑おせちが販促用の

しれませんが︑今は写真付きで拡散され︑大き

は以前だったらそこまで表面化しなかったかも

スカおせち事件﹂がありました︒こうした問題

画像とまったく異なると大問題となった﹁スカ

すが︑それを許さない傾向にあります︒ですか

用しているのは人ですから︑間違いはあるので

正しさを求めます︒企業アカウントとはいえ運

こと﹂です︒消費者は︑なぜか企業に絶対的な

なった﹁ペニーオークション詐欺事件﹂が分か

ング︑捏造の露呈﹂です︒２０１２年に問題に

三つ目が︑
﹁自作自演やステルスマーケティ

黙のルールがあります︒それを知った上で︑運

れている規範のほかに︑コミュニティごとの暗

くこと﹂です︒ＳＮＳには︑それぞれで定めら

三つ目が︑
﹁コミュニティの規範を知ってお

ら︑
十分にチェックした上で発信することです︒

りやすい例ですが︑やはり消費者を欺くような
用することが大事です︒つまり︑ＳＮＳに慣れ

なうねりとなる傾向にあります︒

行為は炎上の原因になります︒

人間は︑どうしても感情的になることがありま

ている人が運用するのが良いということです︒

際︑それをパロディにしてＣＭを作った企業が
す︒ただ︑その感情をそのまま投稿すると炎上

四つ目が︑
﹁特定のファンを刺激する表現﹂
︒

あり︑ファンからの批判が集まって差し替える
につながりやすい︒
そのため︑
必ずダブルチェッ

四つ目が︑
﹁複数人で運用すること﹂です︒

事態になりました︒こうしたファンの神経を逆
クをして感情的な投稿を防いでいくことが大切

以前︑ある人気アイドルグループが解散した

撫でするような表現は要注意です︒
五つ目は﹁ガイドラインの制定や従業員への

です︒

運用している社員が自分個人のアカウントと間

ら指摘があったので謝ります﹂などとその場し

五つ目は︑
﹁誤爆﹂です︒企業アカウントを

批判を受け止め、事実を公表する

山口 まず︑推奨したいことは︑
﹁批判や中傷

い。

と思います。そのときの対応策を教えてくださ

── ただ、炎上の発生が防げないケースもある

たい事実を伝えていなかったりすると︑火に油

あることを認めていなかったり︑消費者が知り

あります︒同じ謝罪でも︑暗に自分たちに非が

長々と書いて︑かえって炎上を広げるケースも

くて対応できなかった﹂などと企業側の事情を

ことも必要になると思います︒

は︑専門のカウンセラーにつないでケアをする

することです︒精神的なダメージが大きいとき

めるのではなく︑まずはメンタルケアを最優先

のぎの謝罪や︑
﹁対応しようと思ったが︑忙し

の受容﹂と﹁事実関係の公表﹂です︒

── 首都高はどちらかといえば
「カタい」
イメー
ジのある企業です。こうした企業がＳＮＳを活
用する際のアドバイスがあればお願いします。

ストである﹄ということを伝えたかった﹂と︑

せてできることであり︑どんな形であってもベ

とを謝罪︑その上で﹁
﹃出産は母子が力を合わ

そこでその企業はまず誤解を生む表現をしたこ

ればいいお産じゃないのか﹂
という批判が殺到︒

て︑書き込みしている人はネットユーザーのわ

おくことです︒私の研究では︑炎上１件に対し

山口 まず︑企業全体で炎上の実態を共有して

す。
その際はどのような対応が必要でしょうか。

精神的なダメージを受けることが予想されま

── 炎上が発生した場合は情報発信者の社員が

の双方向性や情報の収集力を活用することで

らです︒むしろ︑おすすめしたいのは︑ネット

場合︑すでに全員がその存在を認知しているか

知を上げる効果があると思いますが︑大企業の

はないと思っています︒中小企業であれば︑認

指したり︑バズを狙った表現をしたりする必要

ゆるキャラを使って﹁愛されアカウント﹂を目

炎上の実態を共通認識として持つ

を注ぐ行為になってしまうのです︒

以前︑乳幼児用のおむつを販売する企業が︑
Facebook にて﹁赤ちゃんが元気に産
まれたら︑それはいいお産﹂という投稿をしま

改めて説明したのです︒その結果︑対応自体は

ずか０・０００１５％︑７万人に１人しかいま

す︒例えば︑ユーザーの声にすぐに回答する︑

山口 私は︑首都高のような大企業が︑例えば

評価を得たことがありました︒このように︑批

せんでした︒実は炎上に加担している人はごく

不満をいち早く解消する︒こうしたことのほう

した︒それに対して︑
﹁元気な赤ちゃんでなけ

判は受け止めつつ︑その上で事実関係を伝える

少数であり︑
過剰に萎縮する必要はないのです︒

姿勢が重要なのです︒

がユーザーのエンゲージメント︵＝愛着や思い

利なし﹂
です︒削除するよう申請したとしても︑

する企業がありますが︑これは﹁百害あって一

不祥事を疑われて投稿を削除するように申請

するとまるで世の中を敵に回したかのように感

しされたことが何度もありました︒炎上が発生

お伝えすると︑
﹁気持ちが楽になった﹂とお話

す︒それに対して︑私がこうした炎上の実態を

入れ︶を育むことにつながると思います︒

実際に炎上が起きてしまうと︑社員が精神的

一方︑避けるべきことは︑
﹁隠蔽しようとす

キャッシュとしてページを保存し続けるサービ

じると思いますが︑決してそうではない︒その

なダメージを受けるという話はよく耳にしま

スもあるので︑意味がありません︒さらに︑消

ことを︑社員全員が知っておくということは︑

ること﹂
﹁言い訳すること﹂です︒

費者から隠蔽工作だと批判され︑新たな火種を

メンタルケアの面で非常に重要だと思います︒
また︑炎上が発生した場合︑個人の過失を責

撒くことにもなります︒
また︑消費者からの批判を受けて﹁お客様か

やまぐち しんいち／1986 年生まれ。博士
（経済学・慶應義塾大学）
。2020 年より
現職。専門は計量経済学。ネットメディア
論、ネットビジネス、プラットフォーム戦略
などを主に研究する。著書に『ネット炎上
の研究』
（ 共著、勁草書房）
、
『 炎上とクチ
コミの経済学』
（ 朝日新聞出版）
など。近
著に、
『 正義を振りかざす「極端な人」の
正体』
（ 光文社新書）
がある。他に、東京
大学客員連携研究員、一般社団法人日
本リスクコミュニケーション協会（RCIJ）
理事などを務める。
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