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弊社が版元として法人で出版している「社会貢献出版」における書籍に対する
アマゾンのページでの違法性が極めて高いと思われるレビューについての見解
2015 年 3 月 17 日 日本マネジメント総合研究所合同会社

弊社では「社会貢献出版」http://www.jmri.co.jp/donate-books.html において、弊社書籍受
取額から税金分のみを控除してその残り全額を国連機関や日本赤十字社などの
公益性ある機関・団体等に寄付させて頂くこととしております。
その社会貢献出版における書籍『“本業を通じた社会貢献”としての CSV 経
営： CSR を超える“社会を耕す”対応』に関するアマゾンのページにおける
レビューにて、取材や弊社への確認なく事実に異なる記載があり極めて違法性
が高いものがあることを読者様よりご報告を頂き弊社にて確認致しました。
下記が弊社として極めて違法性が高い悪質なレビューであると確認したアマ
ゾンのページでのレビューでございます。
著者の広告物としての出版物
投稿者 社会派筋肉太郎
投稿日 2015/2/17
Amazon で購入
ポーターの競争優位についても、CSV についても非常に浅い知識で本書を
書き上げていることが痛いほどよくわかります。自費出版物だということ
がわかれば購入しませんでした。CSV を研究されている方や CSV 活動を
行おうとする企業の皆様が購入されると思うと心が痛い。痛すぎて泣けて
きます。どうかこの筆者がこのレビューを読んで、バイブル商法としての
出版をやめてもらえたらと思います。
出典：

アマゾンの書籍ページ記載のレビューより

http://www.amazon.co.jp/%E2%80%9C%E6%9C%AC%E6%A5%AD%E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%98%E3%81%9
F%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%B2%A2%E7%8C%AE%E2%80%9D%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%
AECSV%E7%B5%8C%E5%96%B6-%EF%BD%9ECSR%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%82%8B%E2%80%9C%
E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%82%92%E8%80%95%E3%81%99%E2%80%9D%E5%AF%BE%E5%BF%9C%EF%BD%9E%E6%88%B8%E6%9D%91-%E6%99%BA%E6%86%B2/dp/499072951X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1426556689&sr=8-2&key
words=%E6%88%B8%E6%9D%91%E6%99%BA%E6%86%B2

上記レビューは事実に反するものであるばかりか、弊社の社会貢献出版を阻
止する意図を明確に示しており、極めて遺憾であると共に、投稿者「社会派筋
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肉太郎」なる者が適切な対応を行わない場合は、訴訟等の法的手続き等を含め
た対応を行わざるを得ないものと思料致します。 レビューの各ポイントにお
ける弊社見解は以下の通りでございます。
① 「ポーターの競争優位についても、CSV についても非常に浅い知識で本書を
書き上げていることが痛いほどよくわかります。」との記載
【弊社見解】
この点だけを読んだ場合は、そもそも、印刷費等を押さえ要点のみに絞っ
た書籍としてコンパクトにまとめております以上、紙面の限りもあり、当
該投稿者が表現の自由・言論の自由・個人の感想の範囲内での記載であり、
弊社として違法性があるようには見受けられないものと判断できそうにも
思えますが、全体の文脈から悪意や業務妨害や社会貢献出版における寄付
金額を減じさせ得る問題ある投稿と認識しております。
② 「自費出版物だということがわかれば購入しませんでした。」との記載
【弊社見解】
この点に関しては、弊社が法人として著者から出版費用を受け取って自費
出版をしているものではないことや、当該社会貢献出版の弊社ウェブサイ
トにも公開している通りに、簡単なウェブサイトでの確認だけでも自費出
版ではないことは把握し得る状態であることを鑑み、弊社としましては、
事実に反する記載であり極めて問題ある記載であると認識しております。
③ 「CSV を研究されている方や CSV 活動を行おうとする企業の皆様が購入され
ると思うと心が痛い。痛すぎて泣けてきます。」との記載
【弊社見解】
この部分だけ見た場合、個人の感想や表現の自由・言論の自由の範疇に収
まるようにも見えなくないものかもしれませんが、全体の文脈からは、①
と同様に誹謗中傷として遺憾な投稿であると認識しております。
④ 「どうかこの筆者がこのレビューを読んで、バイブル商法としての出版をや
めてもらえたらと思います。」との記載
【弊社見解】
「バイブル商法」という記載と「出版をやめてもらえたらと思います」と
の記載から、当該投稿者が弊社刊行物を「バイブル商法」と称し、また、
弊社の社会貢献出版事業に悪質性あるレッテルを貼りその事業を阻害およ
び妨害しようとしている意図は自明です。
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なお、「バイブル商法」について、様々なとらえ方や定義があり得る中で、
多くの方々が参照されると思われるウィキペディアにおいては、下記のよ
うに「バイブル商法」について記載されています。
＜ウィキペディアにおける「バイブル商法」の解説記事の引用＞
バイブル商法（バイブルしょうほう）とは、健康食品や代替療法に関して、その効能、理
論、体験談等を書いた本（通称「バイブル本」と言う）を実質的な広告にして医薬品医療
機器等法の規制を抜けようとする商法のこと。ステルスマーケティングの一形態である。
ある特定の健康食品や民間療法行為で完治したという内容の本を出し、その本の巻末やし
おりなどに健康食品の販売会社や医療機関、民間療法の連絡先が記載されている。その連
絡先はその本の著者や出版社と関係が深いことが多い。また、その健康食品はその効果は
広く認められているとしても劇的な効能を期待させるのには無理があることが多い。高価
な自由診療（保険外診療）や、研究・実験段階の医療であるものも多い。根本的な治療法
がなかったり、難治性や末期の病気で苦しんでいる人を対象としたものが多い。またその
本の新聞広告なども宣伝を兼ねている。

法律との関係
健康食品の効能を謳うことは、医薬品でないため原則的（保健機能食品は例外）には禁止
されている。もし、効能を謳えば医薬品として扱われるので、もはや「食品」ではなく「無
許可の医薬品」ということになり医薬品医療機器等法違反となる。2005 年 10 月にはこの
薬事法（当時）違反の容疑で、アガリクスに関するバイブル本の執筆者、監修者、出版社
の役員や従業員、健康食品販売会社代表らが逮捕され、書類送検されている[1][2]。 ま
た、健康増進法の観点から見ると、
「
（食品について）著しく事実に相違する表示をし、又
は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」
（同法 第三十二条の二）に抵触
する。これらの規制を回避するために表現の自由がある出版物の形で効能を謳うという巧
妙な手段である。そのため、前述の容疑で関係者が送検された件については、表現の自由
の制約であるとして問題にならないかどうかという観点から慎重な捜査が行われた。

出典：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AB%E5%95%86%E6%B3%95

上記から総じて弊社刊行物を「バイブル商法」と記載することは、脱法的
であったり望ましくない経営活動であったりするものとして、当該書籍は
薬事関連の書籍でもなく、また、事実に反し法的・倫理的な投稿で許容さ
れる範疇を超えて、弊社における言論の自由・表現の自由を毀損し得る出
版活動を阻止する目的も持った誹謗中傷および業務妨害ならびに弊社の信
頼を違法に損なう悪質な投稿であり、書籍収益の税控除後の全額を寄付さ
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せて頂く寄付先の方々や他の善意の読者様に迷惑を及ぼす投稿であると理
認識しております。
このような記載が、弊社の預かり知らぬところで、不特定多数のインター
ネット上の閲覧者に対して、弊社の本見解を発表するまで１か月にも及ぶ
期間に渡り、悪質な投稿が弊社への悪意ある風説の流布等としても行われ
ていた可能性について、弊社は極めて憂慮しておりますと共に、弊社をご
信頼頂いております関係各位にご迷惑をおかけしておりますことに深く心
を痛めております。
上記にて当該投稿者における各ポイントでの弊社見解をまとめておりますが、
今後は弊社顧問弁護士等と相談の上で、当該投稿者が適切な対応を取らないよ
うであれば、当該投稿者の個人を特定した上で訴訟を含めしかるべき厳しい法
的措置を講じるべきものと思われます。
ただ、当該投稿者が、刑事責任を問えないメンタルヘルス上の不調にある方
や何らかの障害をお持ちの方である可能性は皆無ではないことと思われますの
で、厳しい法的措置等が必要になり得る場合においても人権の配慮等には留意
して参りたいと存じます。
なお、弊社としましては、事実に基づき法的・倫理的に問題ない言論・表現
に関しましては、言論および表現の自由を尊重し、ネット上での悪評を意図的
に削除あるいは検索順位を下げるような対応などは行わず、言論の場で反論す
べきものは反論し甘受すべきものは甘受し成長の糧にするべきものと考えてお
ります。
本件のように一部の悪意ある投稿に対応し弊社が厳しい対応を取らざるを得
なくなることによって、事実に基づき法的・倫理的問題ない忌憚なきレビュー
や言論活動を行って頂ける方々を委縮させかねない状況を招くことは、弊社の
本意ではございませんし、当該投稿者のレビューの名を借りた悪質な対応につ
いては、弊社が被害者であるばかりでなく社会全体の善意の忌憚なき意見につ
いて言論活動を通じて行われる方々に対しましても害となるものとして、様々
な観点から極めて遺憾に存じます。
また、本当に当該投稿者が「どうかこの筆者がこのレビューを読んで」とあ
るように著者に対して呼びかけるものであれば、弊社に連絡し当該書籍および
弊社社会貢献出版についての是非を問う旨について、堂々と正式な手続きを踏
んで個人名・連絡先を明記の上で弊社に連絡すべきだったものと思われます。
当該投稿者に関しましては、もしかすると高い見識をお持ちの方で正義感が
強く正しいことをなさりたい方かもしれませんが、その正しさを実現する方法
が極めて違法性の高いものであるならば、健全で妥当な言論活動とは言い得え
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ず、ネット上の匿名性を隠れ蓑にし、レビューだから何を書いても良いかのよ
うに不正の自己正当化を行うような卑劣な対応は、弊社としては全く賛同でき
ないものでございます。
当該書籍をお読み頂き、直々に弊社に書籍をご紹介頂く旨のご連絡を頂き書
籍案内をご掲載頂きました、社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会さまおよび同
会ご発行の『福祉よこはま』を作成・頒布して頂きました関係各位や読者様各
位におかれましては、多大なるご心配やご迷惑をお掛けしておりますことに、
弊社としまして大変心苦しい思いでございます。（下記に当該掲載先）
『福祉よこはま』http://www.jmri.co.jp/2014.Sept.12.CSVbook.FukushiYokohama.No173.tomura.pdf
以上につきまして、当該投稿者による弊社刊行物に関するネット上で不特定
多数に閲覧される悪意による問題あるレビューに関しましての見解を示させて
頂きました。
弊社としましては、このような妨害行為により販売部数の減少により寄付金
が減るような弊社および著者ならびに社会的にも悪質な対応を受けながらも、
否と述べるべき点は言論および法的対応などによって毅然とまっとうに対応し
つつ、社会で支援を求められていらっしゃる多くの方々に対し、微力ながらも
多少なりともお役に立てますよう、コツコツと社会貢献出版ならびに各種社会
貢献活動を進めさせて頂こうと思う次第でございます。
以上。
2015 年 3 月 17 日
日本マネジメント総合研究所合同会社
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CSR白書2014統合を目指
すCSRその現状と課題
東京財団CSR研究…
単行本(ソフトカパー)
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CSV経営一社会的課題の解
決と事業を両立する
赤池学
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￥2,592

Kindle化リクエスト
このタイトルの絢ndle化をご希望の場合、こちら
をクリックしてください。

Kjndleをお持ちでない場合、こちらから鴛入いた
だけます。Kindle無料アプIJのダウンロードはこ
ちこ､。

1冊からでも印刷、お
尽'｀

届け

デマンド

オンデマンド印刷技術で注
文に応じて印刷､お届けす

る「プリント･オン･デマンド(POD)｣サービス。

商品の説明
著者について
戸村智憲(とむらとものり)：日本マネジメント総合研究所合同会社[]MRI、LLC､)理事長／大阪府立天王寺高等学校卒業｡早稲田大学卒業｡米国MBA修了。全米ﾄｯﾌﾟ0.5％
のみに授与される全米優秀大学院生受賞｡米国博士後期課程(Ph.D)中退｡国連勤務にて､国連内部監査業務の専門官､国連戦略立案専門官リーダー､国連主導の世界的
CSR運動｢国連グローバル･コンパクト(ＵＮＧＣ)｣広報･誘致業務などを担当。民間企業役員として､監査統括､人事総務統括や､IT企業(株)アシスト顧問(代表:ビル･トッテン)、
上場IT企業のJFEシステムズ株式会社アドバイザー､岡山大学大学院非常勤講師､]A長野中央会顧問､経営行動科学学会理事･兼･東日本研究部会長などを歴任。日本監査
役協会の全国大会(全体会)パネリスト登壇とその後の同協会による不適切対応の是正措置対応や､青山学院｢会計ｻﾐｯﾄ｣などでのパネリストとしての登壇なども担当した､現
在、日本マネジメント総合研究所合同会社理事長を務める傍ら、日本ERM経営協会会長、日本クラウドユーザー協会会長なども務めている｡ICGN(lntemational
Governance

Corporate

Network)会員、(社)日本取締役協会会員、日本コーポレーﾄ･ガバナンス･ネットワーク会員、米国内部監査協会NY支部会員、日本内部統制研究学会正会

員､組織学会正会員､産業･組織心理学会会員､経営行動科学学会会員､米国心臓学会認定救命救急資格者(AHA
BLS HCP)、上級救命技能認定(消防庁)、米国連邦航空
局自家用飛行機パイロット､第一級小型船舶操縦士､第三種放射縁取扱主任者(国家資格)､防災士､海上/陸上/航空特殊無縁技士､公認不正検査士(CFE)､経営管理学修士
号(MBA)､ベルギーリレクセンブルク商工会議所プロフェッショナル会員などとしても､産学ともに活動中｡代表的な著書に『企業統治の退廃と甦生』(中央経済社)､『監査心理
学゛感じる監査″』(税務経理協会)など23冊を超える。日本の人気講師ランキング3位(日経産業新聞しらべ)｡NHKrクローズアッブ現代JTV出演･番組監修担当､テレピ朝日｢そ
うだったのか！池上彰の学べるニュース｣番組監修､NHK(Eテレ)｢めざせ！会社の星｣専門家TV出演･番組制作協力､Tokyo
FMrクロノス｣震災復興応援コメンテーター出演、
Tokyo

MXテレビ｢ゴールデンアワー｣コメンテーター出演など､その他､TV･ラジオ各局･雑誌連載･寄稿などでの出演なども多数｡経営指導･講演/研修･執筆活動の3領域で精

力的に活動中。

登録情報
オンデマンド(ペーパーパック):56ページ
出版社:アロハ出版(日本マネジメント総合研究所LLC)(2014/4/29)
言語:日本語
XSBN‑10:

499072951×

XSBN‑13:

978‑4990729516

発売日:2014/4/29
商品パッケージの寸法:14.8×0.3×21cm
おすすめ度:會･■ =I……=j……'I:
・ t!j【1件の1】スタマーレビュー)
− ●●●●●･
Amazonベストセラー廟品ランキング:本−157,215位(本のベストセラー･･‑を里る)

カタログ情報を更新する､画像についてフィードバックを提供する、またはさらに安い価格について知らせる

この商品を見た後に買っているのは？
CSV時代のイノベーション戦略「社会課題｣から骨太な新事業を産み出すー弁回￨￨単行本(ソフトカバー)
向
￥1､944
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カスタマーレビュー
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5つ星のうち1.0

星5つ

０

星4つ
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あなたのご意見やご感想を教えてください
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カスタマーレピューを書く

０ １

星2つ

amaZOnﾉｼﾌ………l………………ﾚ1

星1つ

カスタマーレビューを表示

でネット販売

最も参考になったカスタマーレビュー

月間登録料

２人中､1人の方が､にのレビューが参考になった｣と投票しています。
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著者の広告物としての出版物

二1

投稿者社会派筋肉太郎投稿日2015/2/17
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Amazonで購入
ポーターの競争優位についても､ＣＳＶについても非常に浅い知識で本書を書き上げていることが痛いほど
よくわかります。自費出版物だということがわかれば購入しませんでした｡CSVを研究されている方やCSV
活動を行おうとする企業の皆様が購入されると思うと心が痛い｡痛すぎて泣けてきます｡どうかこの筆者が
このレビューを読んで､バイブル商法としての出版をやめてもらえたらと思います。
コメント

このレビューは参考になりましたか？

｜はいづいいえミ

カスタマーレピューを表示

カスタマーレピューを書く１

関連商品を探す
フィードバック
・カタログ情報､または画像について報告
・著者からのコメント
・出版社からのコメント

最近閲覧した商品とおすすめ商品
お客様へのおすすめ商品を表示

サインイン

初めてご利用ですか?新規登録はこちら

AmazQnについて

Amazonでビジネス

Amazonでのお支払い

採用情報

出品サービス

Amazonポイント

配送料と配送情報

会社概要

アソシエイト（アフィリエイト）

Amazonギフト券

Amazonプライム

プレスリリース

フルフィルメントbyAmazon

Amazon

Amazonと地球

Kindleダイレクト･パブリッシング

クレジットカード＆保険

Amazonのコミュニティ活動

）すべてのサービスを見る

パートナーポイントプログラム

ストア･特集一覧

）すべての支払い方法を見る

カスタマーサービスに連絡

Amazonアブリ

ヘルブ＆ガイド

MastefCa祀

商品の返品･交換
コンテンツと端末の管理
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