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概要
社会は信頼をもとに構築されている。一方、社会の中には必ず、信頼を悪用して自分の利益にし
ようとする裏切り者がいる。コンピュ

一般的に許されていない行動を、後先考えず、安易に行動してしまう人を信頼出来ますか？既婚
者 . 巻き込まれたご家族の事を考えたら風当たりが強くなるのは当たり前の事ですし、社会的に許
されたら世の中不倫だらけになります。 . 一方的に契約を破棄し、守るべき家族を裏切り傷つけるよ
うな人を誰が信用できるでしょうか？
2016年4月2日 . 不倫擁護の精神的貧困――不倫は「信頼に対する裏切り」に過ぎぬ。不倫に反
対する若者は、「反体制」を気取るエスタブリッシュメントの放縦に反対している。,社会経済と国際

関係、とりわけ日本国内の労働問題と朝鮮民主主義人民共和国の動向（チュチェ思想の分析と
経済改革の進展）を主たるテーマとして取り上げています。
社会的地位を失う. 仕事をしている女性は、これまで努力して築きあげてきたもの全てを失います。
不倫は相手あって成立するものですから両方が罰せられるのが当然です。 . 家族は「まさか自分の
娘が夫や家族を裏切り、相手のご家族をも裏切るような行為をするなんて」とショックを受けあなたを
遠ざけることでしょう。 そして友人は「もしかすると.
株）原子力安全システム研究所 社会システム研究所. 信頼の意味と構造. ――信頼とコミットメ
ント関係に関する理論的・実証的研究――. Significance and the Structure of Trust . キーワード
信頼，信頼性，用心，安心，コミットメント関係，社会的不確実性，取り引きコスト，機会コ .. 評
判を保つ方が信頼を裏切って短期的な利益を得る.
納入先のホテルがメニュー表示問題に直面した～. 濱田 直治. サイバーセキュリティ先端研究所
連載第1回. 中国現地法人における情報セキュリティ管理の現状 高橋 宏之、竹内 勝利. トーマツ
書房より 図解 ひとめでわかる内部統制 第3版. 出版書籍のご紹介. おすすめの1冊. 「信頼と裏切
りの社会（ブルース・シュナイアー著）」. 企業リスクの言葉.
2015年3月31日 . 日本は、｢一般的に言って、人々は信頼できると言えるか｣という社会的信頼度
の比較で、先進 . そのような社会の居心地の悪. さ、不自然さを少しでも柔らげることが、この小論
の目的である。 １．公平性への信頼. ジョン・ロックは『人間悟性論』第２巻28章で、道徳 . それゆ
え、人民の信託を裏切り、人民の所有を脅かすなら、政府.
惑に抗することにより、信頼性が高いという評判を獲得しようとする、⑤過去において裏切りをしたり.
あるいは互酬的な行動をしなかったりした者を罰しようとする、⑥短期の時間枠ではなく長期に及ぶ
時. 35 理論上の予測は、社会的ディレンマにおける利得状況に関しコミュニケーションの存在は何
の変化ももた. らさない、というものであった（Ostrom,.
2015年11月16日 . 信頼の裏切りがニュースにならない日はほとんどない―最近では、フォルクスワー
ゲンが排ガス規制を逃れるために不正なソフトウェアを搭載していたことが発覚し、ドイツ自動車業
界の信頼性が揺らぐ事態となった。そうしたことがニュースになるのは、信頼の裏切りが社会に重大な
影響を与えるからだが、逆に言えば、人間社会は.
企業間での社会 ネッ トワークのあ り方が取引や協力の関係 に影響 している . 近年,ネ. ッ トワーク
組織や戦略的提携などの企業間での継続的な取引や協力. の関係が,市. 場競争で高業績をあ
げる例が顕著である.継 続的関係 を発展 さ. せるには,経 済学,経. 営学,組. 織社会学では 「組
織間信頼」の関係が企業間. での裏切 り(機 会主義)を.
2011年10月28日 . 匿名. 2016/02/19 14:44. 信用も信頼も未来に向かってるんじゃねぇの？信用は
裏付けがあり、信頼は裏付けなし（不足）の思い込みがある、そういう事なんじゃね？ 信用に反した
ら訴訟モノ、信頼を裏切っても裏切られたそいつが悪い、そういうことなんじゃね？ 過去を参照して未
来を計る点ではどっちも同じだろうよ。
2016年4月21日 . 今回のテーマは、信頼できる相手を見抜き付き合うための「裏切りの心理学」。
なぜ信頼関係が必要なのか？ . DaiGo氏 では、「裏切りと信頼の心理学」ということで、進めていき
たいと思います。このチャンネルが初めての方 .. そうなると信頼関係だけで完全に結ばれている社
会ってすごく脆いんですよ。 一人だけズルができる人.
2013年6月11日 . あっ、と思った。常連客は値段を調べて買ったりはしない。どこの店よりも安いとわ
かっているから、値段を見ずに買っている。
2013年10月24日 . 裏切りはこのケースだけに限りませんが）. とうぜん社会には魑魅魍魎がわんさか
ですので、その中で相手がどういう人間かを確認しながら相手に対する信頼の残高を増やしていき、
相手からの信頼残高を増やせるよう信頼されうる行動を積み上げていくことだと考えます。 なので、.
最初から信頼というものは存在しない. 信頼の増え.
個人の特性や信念を測定する心理尺度（一般的信頼尺度、社会的用心尺度、相互依存性尺
度、社会的価値志向性尺度(Triple Dominance法)、NEO FFI 人格検査、裏切り回避傾向、情
動知能特性など）、人口統計学的項目その他の課題：表情判断課題；合成写真の魅力判断課
題；Holt & Larryリスク態度課題、顔写真の撮影（※後記の顔写真.

2017年12月20日 . ＪＲ西社長「信頼裏切った」 台車亀裂で謝罪。山陽新聞デジタル（さんデジ）
は山陽新聞社のニュースサイトです。岡山県内各地域や国内外のニュース、スポーツ速報を配信し
ます。
当社における「コンプライアンス」は、当社の事業に係る全ての法令遵守と、地域・社会から信頼を
確保するための企業倫理の徹底とする。このガイドラインは、コンプライアンス体制の推進・構築を .
出資者からの信頼を裏切り、企業としての信用を失墜させるような行為は、絶対に行わない。 業
務上知り得た出資者情報については、出資者の財産.
エッセイ・随筆>> 川島なお美偽りの素顔-信頼、裏切り、屈辱 / 三上喬弘の通販なら通販ショップ
の駿河屋で！ゲーム・古本・DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品
揃え！最新から懐かしのレトロゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
問題と目的. Edwin Hollander（2006）の「信頼蓄積理論」（Credit. Accumulation Theory）によっ
て、個人の影響力は、この. 人が過去の言動や行動で相手に対してどれだけ信頼を蓄. 積できた
か、その多寡に依存する。一度失われた信頼を. 取り返すのは簡単ではない。 しかしながら、裏切っ
た人を許し関係を修復すること. を、相手も望んでいること.
人々の相互の語りのなかから共同生成され、世間や社会通念にまで広がる。「大きなナラティヴ」と
呼ばれるものは、イデオロギーや時代の価値観などを筋書き、わたしたちの「心・身体・社会」に織り
込まれていく。そこで人々は、この物語を再構築するため、個々のナラティヴへと向かう。「小説」は本
来、既成の「大説」を揺るがす物語をも意味する。
2017年12月21日 . 東海道・山陽新幹線「のぞみ」に亀裂が見つかった問題で、ＪＲ西日本の来島
達夫社長は２０日の定例記者会見で「新幹線の安全性に対する信頼を裏切った。深くおわびす
る」と謝罪した。乗務員が異臭や異音を確認した際に「運転停止の判断はできた」との考えを示し
たが、社員に規則違反はなく、安全確保のための社の仕組みが.
博多発東京行き新幹線のぞみの台車に亀裂が見つかった問題で、ＪＲ西日本の来島達夫社長は
２０日、大阪市内で開いた定例記者会見で「新幹線の安全性に対する信頼を裏切った。異常を
感じながら運行を継続したことに多くの課題がある」と述べ、謝罪した。 来島社長は「今回の . 国
内社会ニュース（共同通信）. 2017年12月20日 / 00:20 / 6日前.
協調行動や社会的な交換は、ヒトの社会に見られる普遍的な特徴である。 ただし、協調行動が
進化し、社会的交換が公正に行われる社会を実現するた. めには、社会交換における裏切り者、
つまり、利益を得るが対価を払わない. フリーライダーを排除し .. 広くなるほど、信頼ゲームと呼ばれ
る経済ゲームにおける裏切り行為が増加. し、さらに他者が.
2017年11月21日 . 社会福祉法人同愛会. 共同生活援助「ウィズバル事業所」利用者預り金横
領事件について. 平成 29 年 9 月 7 日に判明した川崎事業本部・共同生活援助「 . 信頼を寄せ
ていた管理者が行った事件を知り、ホームを退所した利用者が 1 名あ . この事件は、法人の管理
職が利用者の信頼を裏切り、心を傷つけてしまったことが.
2016年9月2日 . つまり、裏切られた側が「裏切られた」と定義づけているにすぎない。 ひどい裏切り
の事例も、引いた視点で見れば、裏切り者は誰もいないことがほとんどだったりする。私はライブドア
事件を、そう総括している。 そもそも裏切るようなヤツは、身近に置いてはいけない。 社会人は、人
への信頼度を高めるより、人間性を精査する「審理.
のに対する背信行為であり、また、科学に対する社会の信頼を裏切り、学術研究の発. 展を著しく
阻害するものであることから、絶対に許されることではない。法令等を遵. 守し、高い倫理性をもって
真摯に研究活動を行うことは、本学が社会に対し負ってい. る責務の一つでもある。 本行動規範
が、日々研究が行われている研究室等において機会ある.
とが、即ち信頼を裏切り虚偽を現われしめることが悪である」. (上巻四九八)と結論している。しか
も、これは人間存在の根底に. 基づく普遍道徳なのであって、社会によって善悪の規準が異なる. よ
うに見えるのは、「信頼関係の範囲やその表現の仕方」(上巻五 osが社会によって異なりそれに応じ
て、悪の成り立っ範囲. や程度も違っているだけである。
2017年12月20日 . 博多発東京行き新幹線のぞみの台車に亀裂が見つかった問題で、ＪＲ西日本
の来島達夫社長は２０日、大阪市内で開いた定例記者会見で「新幹線の安全性に対する信頼

を裏切った。異常を感じながら運行を継続したことに.
信頼の裏切り」. 序文 「カミング・プレイグ」出版後に悩むことになったのは解決策である。ジャーナリ
ストは書くことだけで社会のジレンマの解決は自分の役割ではないと考えている。しかし地球人の立
場にたつと、絶望的な実態に対する解決を求めなければならない。そのためには、公衆衛生の社会
基盤をさらに知る必要があると著者は考えたのである.
5 日前 . 裏切りをどこまで許せばいいか』"やられたらやり返す"という思考がありますよね？ . ブログ＞
信頼できる相手を見抜き付き合うための「裏切りの心理学」 . 平和ボケ状態の社会は少し難しいと
ころがあって、みんながみんな信頼できる人だったとしても、やはりイレギュラーな存在も生まれてくるわ
けで、そうなった時に信頼関係だけ.
2002年11月17日 . 組織間で将来も取引相手が相互に予測可能なやり方で行動すると. の期待を
共有する関係への関心（Sako 1992) → 協調問題. □. 取引費用経済学からの問題提起. ▫. 企
業間の継続的取引関係の制御機構への関心. ▫. 不完備（関係的）契約での機会主義（裏切り）
抑制問題. □. 組織間信頼での社会ネットワークの役割. ▫.
2017年10月30日 . 信頼第一」というのは、道徳家からビジネスマンまで、大抵の人が同意すること
で、裏切りが破滅に直結する犯罪組織のメンバーでさえ、その通りだと頷（うなず）くに違いない。「信
頼」というのは、倫理的な問題と捉えられがちだが、そう考えると、「善く生きる」ということとは、別の理
解が可能なようである。 社会学者のＮ・ルーマンは、「.
2014年1月16日 . 昨年末に発売された、『信頼と裏切りの社会』を読みました。 信頼と裏切りの社
会 作者: ブルース・シュナイアー,山形浩生 出版社/メーカー: エヌティティ出版 発売日: 2013/12/24
メディア: 単行本（ソフトカバー） この商品を含むブログ (2件) を見る そもそも僕がこの本を手に取った
のは、別にブルース・シュ…
2017年12月20日 . 博多発東京行き新幹線のぞみの台車に亀裂が見つかった問題で、ＪＲ西日本
の来島達夫社長は２０日、大阪市内で開いた定例記者会見で「新幹線の安全性に対する信頼
を裏切った。異常を感じながら運行を継続したことに……
2017年12月20日 . 中日新聞CHUNICHI Webの社会ニュース、事件・事故、災害・交通情報、裁
判、その他話題のニュースを提供するページです。
2014年6月3日 . 本書は暗号学，セキュリティの専門家ブルース・シュナイアーによる，セキュリティを
「社会の中の信頼と裏切り」という広い視点からとらえて議論している本である．原題は「Liars &
Outliers: Enabling the Trust That Society Needs to Thrive」．前半で進化生物学を含んだ最近
の関連科学の知見を取り入れてセキュリティを取り巻く.
トップ · ブルース・シュナイアー; 信頼と裏切りの社会. ▷ 5月の月間ランキング発表！こちらをクリッ
ク！ 信頼と裏切りの社会. ブルース・シュナイアー · twitter · facebook · google · 信頼と裏切りの
社会. 本の詳細. 登録数: 78登録; ページ数: 510ページ. Amazon 詳細ページへ. ブルース・シュナ
イアーの関連本. 3. 超監視社会 · ブルース・.
. 新たなサービスの取り組みです。 『きめ細やかなサービス』をモットーに、お庭のある個人邸を中心に
(法人のご利用もOK)お客様へ更なるご満足をお届けいたします。 icon 料金の信頼: 明瞭な価格
設定で不透明感を感じさせません。 icon 技術の信頼: 地域社会よりの信頼と実績がございます。
icon 人の信頼: お客さま第一を徹底しご期待を裏切り.
2014年5月16日 . セウォル号の惨事を巡って起きたことの後には「私は無能で怠慢であり、職務そっ
ちのけで特権を享受して、ほとんど腐りきっているが、他の人は私と違って、職務に忠実できちんと仕
事をこなすだろうという信頼」の連鎖が働いているのだ。自分は社会の信頼を裏切るが、その裏切り
がつきつけた課題は誰かが処理するだろうという.
信頼と裏切りの社会. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 4,200円. 税込価格 4,536円. 在庫あ
り. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価格は実際の販売価格と異なる場
合があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネットWAONポイントは、お取扱いショップサ
イトでご確認ください。 在庫数、商品詳細、ご購入、.
社会的交換の論理. 進化心理学の発展に大きなインパクトを持った. 「社会的交換の論理」の中
で、Cosmides(1989)は. Wason4枚カード問題に対する人々の反応を手がか. りに、人類の進化の

過程で社会的交換における裏切. り者(cheater)検知がきわめて .. 組み込まれた一般的信頼尺度
を用いて、実験参加の数週. 間前に測定された。この一般.
犯罪学上の用語で，ホワイトカラー層が主体となるような犯罪類型。現代型犯罪の一つ。詐欺
罪，横領罪，背任罪，贈・収賄罪などが典型である。窃盗罪，強盗罪などの伝統的犯罪に比し，
会社の幹部職員，政治家，高級官僚など，社会の上層部に属する人々が犯すもので，自己の地
位や権限を利用し，あるいは自己に対する信頼を裏切り，私利.
日本人は「安心」を求めて預金し、アメリカ人は信頼を元に出資するというわけだ。そして、その「安
心」にゆらぎが生じた結果生まれたのが「失われた10年」ということになる。 おそらく安心社会が日本
に戻ることはないのだろう。安心は実は非常に高くつく。筆者は安心をもたらす機構として、「針千本
マシン」という比喩を使っている。期待を裏切った場合.
大石繁宏「幸せを科学する」新曜社, 2009. • マイケル・サンデル「これからの『正義』の話をし. よう」
早川書房, 2010. • ナシーム・ニコラス・タレブ「強さと脆さ」2010. • ジャレド・ダイアモンド「銃・病原
菌・鉄」「文明崩. 壊」草思社文庫, 2012. • ブルース・シュナイアー「信頼と裏切りの社会」. NTT出
版, 2013. • 宇沢弘文「経済学は人びとを幸福にできるか」.
2015年11月4日 . 利他的な罰は、向社会的な行動の一つであり、社会的な集団生活を営む上で
社会規範を破る様な不公正な者に対して、自らのコスト（犠牲）を払ってまで罰を . を用いた研究
では、信頼を裏切った者に対して罰行動を行う際の脳活動を調べた結果、 裏切った者に対して罰
行動の強度が、背側線条体の活動レベルと正の相関をした.
略歴. 2016.3 東京大学文学部行動文化学科社会心理学専修課程・修了（社会心理学・学
士）. 2016.4–現在 東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻（社会心理学・修
士課程）. 学会発表. 黒田起吏・亀田達也「信頼と裏切り回避：自他間の資源分配に関する選
好と信頼行動の関係」『日本社会心理学会第58回大会』，広島大学，2017.
2017年12月20日 . 博多発東京行き新幹線のぞみの台車に亀裂が見つかった問題で、ＪＲ西日本
の来島達夫社長は２０日、大阪市内で開いた定例記者会見で「新幹線の安全性に対する信頼
を裏切った。異常を感じながら運行を継続したことに多くの課題がある」と述べ、謝罪した。
2017年12月20日 . ＪＲ西日本の新幹線「のぞみ３４号」（Ｎ７００系）の台車に亀裂が見つかった問
題で、来島達夫社長は２０日、定例記者会見で「新幹線の安全性に対する信頼を裏切るものと
認識しており、深くおわびする」と謝罪した。国の運輸安全委員会の調査に全面的に協力する意
向を表明。異変に気付きながら運行を続けたことに関しては、「.
社会は信頼なくして成り立たないが、社会の中には信頼を悪用する裏切り者が必ずいる。このため
裏切り者を見つけ出し制裁を加えるシステムを作る必要がある。コンピュータセキュリティの第一人者
が、人間社会の信頼と裏切りの相剋を解明。
岡部 耕典, 障害学, 現代人間, 障害をめぐる既存の知の問い直しという視点から、社会を構成す
る多様な人々の生を棄損しない新たな「信頼社会」の在り方を構想する。/ . 捉えるアリストテレス
からルーマンに至るまでの「システム論」的信頼概念、キルケゴール、レヴィナス、デリダらの絶対的他
者を前にしての〈信頼／裏切り〉の倫理関係、スピノザ、.
2017年5月13日 . 大阪市中央区の路上で飲酒運転をしたとして道交法違反（酒気帯び運転）の
疑いで逮捕された、お笑い芸人ガリガリガリクソン（本名・坂本祐介）氏（３１）が１３日、釈放され、
大阪府警南署前で「社会の信頼を裏切り、法を破ってしまい申し訳ありませんでした」と謝罪した。
午後２時ごろ、黒いパーカにジーンズ姿で南署の正面玄関に.
このガイドラインは、コンプライアンスの推進をはかるための具体的事項を定め、もって当社に対する
社会からの信頼を確保することを目的とする。 . (3)株主の権利行使に関する利益供与や、会社関
係者によるインサイダー取引は、株主・投資家からの信頼を裏切り、企業としての信用を失墜させ
る行為であり、絶対に行わない。 (4)株主情報について.
「安心」を求める集団主義は信頼を破壊する。世の中で最も信頼できるはずの金融機関は、なぜ
あれほどまでに国民の信頼を裏切り、逆に総会屋を「信頼」したのか。進化ゲーム論からのみごとな
推論と実験データから大胆に提言する現代人の必読書。
2016年1月23日 . 今回は昨日のおすすめ本を紹介します。

http://live.nicovideo.jp/watch/lv249787851↑まだ見ていないという方はコチラからご覧ください↑満足
度91.2%の回でした↑ぬこさま登場回です▷信頼できる人間を見抜き、あなたが信頼されるためのお
すすめ本ルシファー・エフェクト ふつうの人が悪魔に変わるとき心の中のブラインド・.
Amazonでブルース・シュナイアー, 山形 浩生の信頼と裏切りの社会。アマゾンならポイント還元本が
多数。ブルース・シュナイアー, 山形 浩生作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また
信頼と裏切りの社会もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
昨今社会に、当業界のプロモーション活動、製造管理、安全管理等に対し懐疑的な見方があるこ
とは、真摯に受け止め. る必要があります。製薬協 . 講演会の発表内容について信頼性を確保す
る体制を整備し規制や発表内容の品質確保を図ります。 ・講演会等の企画は . ダーのみなさんの
信頼を裏切りかねないものです。このような中、今年度の.
2017年7月27日 . ２７日放送のフジテレビ系「直撃ＬＩＶＥグッディ！」（月～金曜・後１時４５分）で
この日発売の週刊新潮が報じた自民党の今井絵理子参院議員（３３）と神戸市議の橋本健議
員（３７）との不倫疑惑を報じた。 番組では今井氏が自民党本【社会】
2017年12月20日 . 博多発東京行き新幹線のぞみの台車に亀裂が見つかった問題で、JR西日本
の来島達夫社長は20日、大阪市内で開いた定例記者会見で「新幹線の安全性に対する信頼を
裏切った。異常を感じながら運行を継続したことに多.
2017年5月13日 . 同容疑者は同署の玄関前で報道陣に対応し、「この度は社会の信頼を裏切る
ような、破ってはいけない法を破ってしまい、申し訳ありませんでした」と謝罪。今後は酒をやめること
を宣言した。また、芸能活動については「今後については追って」とだけ話した。所属事務所によれ
ば、今後は処分が下るまで自宅謹慎する。 同容疑者の.
ただ，注意を要するのは，この二つは同じ《不正》とはいっても，若干性質を異にすることです。前者
は，科学研究の本性に関わる重大な裏切り行為であり，科学を冒涜するものです。これに対して後
者は，税金で賄われる研究費を国が決めたルールどおりに使用しないという意味において，社会へ
の裏切り行為です。両者とも絶対に許されるものでない.
2010年10月9日 . 高信頼者にとっては、他人と協力することが重要である以上、その他人が協力で
きる相手かどうかを見極めなければならない。そのため高信頼者は他人の裏切り行為に敏感であ
り、相手をよく観察するために相手の行動もうまく予想できるようになる、と筆者は述べる。 第五章
社会的知性と社会的適応 この章ではまず、「社会的.
7 Nov 2013 - 19 min監視社会についての ジョージ・オーウェルの予言を 振り返ってみて分かるのは
彼が 楽観主義者だったこと .
2016年4月17日 . 特に恋愛を重視しがちな女性にとっては、「むしろ裏切ったのはそっちの方」という
感覚なのかもしれませんね。 . もちろん、その友達とも縁を切ります」（31歳／マスコミ・広告／事務
系専門職） ・「そんなことになったら彼氏と友達両方にもう信頼がないので、どんなに謝られても許し
ません」（33歳／学校・教育関連／事務系専門職）.
2017年5月13日 . 大阪府警南署は１３日、大阪・ミナミの繁華街で飲酒運転したとして道交法違
反（酒気帯び運転）容疑で逮捕したお笑い芸人、ガリガリガリクソン（本名・坂本祐介）容疑者（３
１）＝大阪市北区＝を釈放した。同署は「勾留の必要がないと判断した」としており、今後は任意
で捜査を続ける。容疑が固まり次第、書類送検する方針。
普通の人間であれば誰しも多かれ少なかれ、相手に対して誠実であろうという良心は持っているで
あろうが、しかし、それでも時として相手の信頼を裏切ったり、裏切らざるを得ない場合も起こり得
る。また、広い社会の中には、冒頭で述べたように他人をだまして自分の利益を得ようという悪い人
間も少なからず存在する。それは何も日本人に限った.
2017年10月28日 . 座長 三浦 麻子. O081 10/28 10:40～10:55. 信頼と裏切り回避自他間の資
源分配に関する選好と信頼行動の関係. ○, 黒田 起吏, 東京大学. 亀田 達也, 東京大学. O082
10/28 10:55～11:10. How am I popular really? Egocentric orientation in social network
memory task. ○, 加藤 仁, 名古屋大学. 五十嵐 祐, 名古屋大学.
. 自己が心にやってくる 意識ある脳の構築』早川書房 2013; ブルース・シュナイアー『信頼と裏切り
の社会』NTT出版 2013; ポール・E・セルージ『コンピュータって 機械式計算機からスマホまで』東洋

経済新報社 2013; B・F・スキナー『自由と尊厳を超えて』春風社 2013; ヨハイ・ベンクラー『協力が
つくる社会 ペンギンとリヴァイアサン』NTT出版 2013.
2009年9月7日 . ビジネスをつづけていれば、お得意様や取引先からいきなり手を切られるとか、注
文を減らされるとか、これまでの信頼関係からは「裏切り」としか思えない行為をとられてしまうことも
多いだろう。 私は出版業界のことしかわからないが、雑誌の連載をいきなり打ち切りにさせられると
か、いつの間にかネットで作家の悪い噂が広がっ.
社会は信頼をもとに構築されている。一方、社会の中には必ず、信頼を悪用して自分の利益にし
ようとする裏切り者がいる。このため、社会は裏切り者を見つけ出し、制裁を加えるシステムを発展さ
せてきた。しかし近年、インターネットやグローバル化の進展に伴い、これまでのシステムが機能しない
例が増えている…。人間社会における信頼と裏切り.
信頼と裏切りの起源とメカニズムを，進化ゲーム論と実験データからみごとに解明し，日本が従来の
集団主義社会を脱し，他者一般に対する信頼で成り立つ開かれた社会を形成することの大切さを
説く． 日経・経済図書文化賞受賞. 主要目次. 序章第１章 信頼のパラドックスレモン市場問題
／社会的不確実性と信頼／第１のパラドックス／第２の.
社会心理学者の山岸俊男氏（北海道大学大学院文学研究科教授）は、これまでの日本は集団
主義的な安心社会であり、それが崩れつつあるいまこそ信頼社会を生み出す好機だととらえる。 ..
つまり、あなたの行動如何によって、相手が裏切ったときの損害と相手が信頼にこたえてくれたときの
利益の双方ともが、大きくなったり小さくなったりする。
2017年12月21日 . 博多発東京行き新幹線のぞみの台車に亀裂が見つかった問題で、ＪＲ西日本
の来島達夫社長は２０日、大阪市内で開いた定例記者会見で「新幹線の安全性に対する信頼
を裏切… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。
2017年2月8日 . 状況と設定さえうまく利用すれば信頼させることも可能です。 人を信用できるかは
感謝の気持ちがどれほどあるか？ 感謝の感情が多い方が信用しやすい. 社会的ストレスがたまって
いるサラリーマンの人ストレスが多い人は他人の言いなりになりやすい。 ストレスを抱えたら抱えるほ
ど人のいいなりになりやすいが中にはぐれる人.
ブルース・シュナイアー（Bruce Schneier）. 世界的な暗号研究者であり、コンピュータ・セキュリティの
権威。発行するニューズレターやブログの読者は世界中で25万人を超える。ハーバード大学法科大
学院のフェロー、レジリエント・システムズ社最高技術責任者(CTO)も務める。著書に『信頼と裏切
りの社会』(NTT出版)、『セキュリティはなぜやぶられ.
何かのスカウト、商談や交渉事、恋愛などで相手が信頼できるかを確認するって何処で判断します
か？人に振り回されない良い人間関係を築く為に覚えておきたい！信頼できる人.
信頼と裏切りの社会/ブルース・シュナイアー/山形 浩生（社会・時事・政治・行政） - 社会は信頼を
もとに構築されている。一方、社会の中には必ず、信頼を悪用して自分の利益にしようとする裏切り
者がいる。コンピュータ・セキュリティの.紙の本の購入はhontoで。
地域社会の一員として貢献いたします. 2. 安全を最重要視いたします。 3. 廃棄物処理法並びに
環境基本法に基づく各法令を遵守します。 4. 排出事業者様の立場に立ってお役に立てる企業を
目指します。 5. 社会の信頼を裏切りません。 □. 行動方針. 今日、人類の経済活動が活発になる
につれ環境への負荷は深刻になりつつあります。 この美しい.
このように、近視眼的な利己主義を乗りこえて（相互裏切りの「愚」を反省して）、互いに協力するに
はどうしたらよいかという問題（つまりジレンマの解消）は、社会科学者にとって挑戦しがいのある大問
題になりました。 .. しかし自分だけでなく他人もドーピングするようになれば、「元の木阿弥」どころか
勝負の結果に対する信頼性も損なってしまいます。
企業間での社会ネットワークのあり方が取引や協力の関係に影響している.近年, ネットワーク組織
や戦略的提携などの企業間での継続的な取引や協力の関係が, 市場競争で高業績をあげる例
が顕著である.継続的関係を発展させるには, 経済学, 経営学, 組織社会学では「組織間信頼」
の関係が企業間での裏切り (機会主義) を「社会的に」抑制する.
信頼しあえる社会」をめざして. いま、社会では、金儲けのためには手段を選ばない不正な事件や、
何よりも大切な人の命を平然と奪う凶悪な事件が次々に起きています。 厳選な法の裁きは当然

必要ですが、本質は、自らの誇りや道徳さらには責任を忘れ、 人との信頼を裏切っても平気だとす
る心の問題ではないでしょうか。 今こそ、政治が本来の.
協力を促進する社会的資本．「協力のための条件と. は何か？」． . . . . . 背後期待が
満たされない場合，混乱あるいはカオス（信頼の崩壊）． 意図性が信頼に値しない戦略に帰せしめ
られる場合，不信頼（信頼の不足）． 情緒的侵犯が重要な他者の信頼に値しない性
untrustworthiness によって引き起こされる. 場合，裏切り betrayal である．
学位論文. 信頼の倫理学的考察. （全文の要約）. 広島大学大学院文学研究科. 博士課程後
期 人文学専攻. 奥田 秀巳 . 信頼研究の多く（特に経済学および社会学分野における研究）は、
信頼をわれわれが合. 理的に選択する態度として論じて .. る態度である以上、信頼する者、信頼
される者が存在する信頼関係は、常に裏切りの可. 能性を内包して.
2014年4月2日 . ときに「安心社会」と呼ばれるように、日本では人格的な慣れ親しみを前提とした
関係性が好まれがちだ。ＳＮＳでも関係を広げるというよりは親しい間柄の密なコミュニケーションが
目立つ。だが著者のいうように裏切りが一定数発生し、またそこにはときに「いい裏切り」もあるのが
人間社会なのだとしたら、慣れ親しみによらない信頼を.
2010/6/2. 1. ネット社会における評判と信頼. 山岸俊男. 国立情報学研究所. オープンハウス２０１
０. ２０１０年６月４日. 近頃、さまざまな場で日本は世界一の座. を明け渡していますね。だけど、ま
だ世. 界一の座を保っているものがあります。 それは、. リスクを避けようとする傾向です.
2009年10月8日 . いずれにしても、多大な、そして多分無駄であろうエネルギーを費やしながら、信
頼関係に傷がついた相手との関係性を続けることになる。 たとえば、夫の浮気で夫婦の . ことは絶
対に信頼しません」. 私にも経験がある（といっても浮気話ではなく、仕事のパートナーの裏切りだ
が… . 健康社会学者(Ph.D.) 東京大学大学院医学系.
信頼とは、最も広い意味では、自分が抱いている諸々の〔他者あるいは社会への〕期待をあてにす
ることを意味するが、この意味での信頼は、社会生活の基本的な事実である。 もちろん人間は、 .
そしてこのような信頼が一旦確立すると、客観的に見て信頼した相手が裏切り行為をしても、それを
認めずに信頼し続けるようになる。なぜこのようなことが.
2017年12月20日 . 博多発東京行き新幹線のぞみの台車に亀裂が見つかった問題で、ＪＲ西日本
の来島達夫社長は２０日、大阪市内で開いた定例記者会見で「新幹線の安全性に対する信頼.
囚人のジレンマ; 繰り返し囚人のジレンマとTFT; TFT（その２）; 進化ゲーム理論入門; 経済学と協
調行動の関係; 「信頼」と「安心」; チープトークと社会秩序の移行; ブックガイド＆ .. もし一方のプ
レーヤーが非常に厳しく、最初は協調しているが一度相手が裏切るとそれ以後のゲームで常に裏
切りを選択するとします（このような戦略を引き金となる.
2013年12月27日 . 社会は信頼をもとに構築されている。一方、社会の中には必ず、信頼を悪用し
て自分の利益にしようとする裏切り者がいる。このため、社会は裏切り者を見つけ出し、制裁を加え
るシステムを発展させてきた。しかし近年、インターネットやグローバル化の進展に伴い、これまでのシ
ステムが機能しない例が増えている.。人間社会.
というのも、社会の構成員にとってみれば、ひとたび自らの利益と社会全体の利益が競合すると、し
ばしば社会全体の利益を顧みず、自らの利益を優先させることがある。他者が行う協力行動とそれ
に基づく信頼関係を利用し、エゴを追及してしまうのである。こうした行動を本書では裏切りと呼ぶ
が、社会全体を脅かしかねないほど「裏切り」行為が.
2011年11月10日 . 最近の調査「Civility in America 2011（アメリカの礼節2011）」によれば、雇用
者の3人に2人が、職場での礼儀正しさの欠如によって仕事の効率が下がっていると報告している。
彼らはまた、「礼儀に関するトレーニングの必要性」に言及している。 多くの雇用者は、信頼の裏切
りが同僚との関係に対して悪影響を及ぼすのは、それが.
しかし、そうした不正行為や知的不誠実さは、研究者や研究機関への社会の信頼を裏切り、学術
研究の発展を著しく阻害する。 名古屋大学は、こうした状況に鑑み、他の模範となるような公正な
研究が遂行されるために最大限努力する。以下は、そのための基本方針である。 本学構成員は、
自己が行う学術研究が社会からの信頼と付託の上に.
2011年7月21日 . 社会心理学者の山岸俊男は、『信頼の構造』など一連の著作で、「安心社

会」と「信頼社会」という興味深い議論を展開している。 ほとんどのひとが、日本人は . 実験の参加
者は4人で、互いに面識はなく顔を合わせることもない（自分が一方的に裏切っても、相手にそのこと
を知られる恐れはない）。参加者にはそれぞれ100円が与え.
題目 他者の裏切りを恐れる心： 信頼行動の感情基盤の検討. 氏名 三浦 亜利紗. 指導教官
竹澤正哲. 社会の発展にとって信頼は重要であると言われ、多くの分野で注目されてきた。アプロ.
ーチの一つには、人が人を信頼することがどのように経済活動へ影響するかといった形で. ある。
Barber (1983) や Yamagishi & Yamagishi (1994) をはじめ.
社会に貢献していく事により、企業は周囲の人々との良い関係を築く事ができ、結果として長く将
来にわたって成長を続ける事ができると考えています。 3. 信頼. お客様や社会の信頼を裏切りませ
ん。 恥を知る前にまず、天を知り、地を知り、己を知る努力をする。 「天知る、地知る、己知る」と
は、誰も知るまいと思っていても、隠し事と云うものはいつか.
2015年11月1日 . 第１章 概論相互接続された文明は信頼を必要とする。文明における協力と裏
切りの間には根本的な緊張関係があるとする。社会規範に十分な数の人間が協力しなくなり、集
団内部の裏切り者が増加すると、社会は崩壊する。 ○意図についての信頼状況がどうあれ正しい
事をしてくれるとの一般的信頼 ○行動についての信頼非人格.
法令や社会規範に反したり、お客様の信頼を裏切ったりする許されない行為や、陥りやすい事例な
どが記載された「コンプライアンスの手引き」を全社員に配布・周知し、コンプライアンス意識向上に
努めています。海外子会社を含むグループ全体で取り組むべき課題として、コンプライアンス体制を
より一層強化していきます。 ○コンプライアンス分科会.
2017年11月1日 . 本納郵便局（茂原市本納）の局員が顧客から預かった口座から現金計約８２３
０万円を横領した事件で、業務上横領の罪に問われた元同郵便局渉外営業主任で派遣社員、
鈴木昭彦被告（４０）＝千葉市中央区弁天２＝の判決公判が３１日、千葉地裁で開かれ、前沢
利明裁判官は「顧客の信頼を裏切り悪質」などとして懲役４年６月（.
当社における「コンプライアンス」は、「当社の事業活動に関する全ての法令の遵守と、社会からの
信頼と評価を得るための企業倫理の徹底」とする。この規程は、 . 株主の権利行使に関する利益
供与や、会社関係者によるインサイダー取引は、株主からの信頼を裏切り、企業としての信用を失
墜させる行為であり、絶対に行わない。 株主情報について.
それを足がかりに信頼が徐々に回復する可能性がある。よそ者の裏切りなら仕方ないと諦めるが、
その時点で思考は止まる。裏切ったという認識、レッテルは変化の余地がなく、そこですべてが終わる
のだ。しがらみこそ信頼の基礎議員と有権者の関係も当然同じだ。地元出身議員は勝手に信頼
されてしまうと裏切れなくなる。地域の人びとと社会の.
麻薬がいいとは言わないが、懲役四年は重すぎる。判決文にはたしか、過去の栄光に対する大衆
の信頼を裏切り、社会に与えた影響が大きい|といったようなことが書いてあったと思う。そういう意味か
ら言うのなら、政界のドンのじいさんが何十憶も私腹を肥やして、日本国民の政油に対する信頼感
を絶連納に鉄わせた罪はどうなるのだ。江夏が四年.

