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はじめに 
 

 

近年、日本で多くの企業不祥事が相次ぎ、日本経済ひいては社会全体に大きな影響を及

ぼしています。現在、企業は単なる利益追求に収まらず、社会問題や環境問題解決へ取組

むような CSR経営が、国際的な議論の中で求められています。その最たる例として、2015

年に採択された SDGs（持続可能な開発目標）は、目標達成のために企業に求められる具体

的な行動が明記されています。企業不祥事が相次いでいるのは、このような世界的な潮流

に明らかに悖るものであり、CSRのベースにもあると言えるコンプライアンスを、多くの

日本企業が本質的に取り組んでいると言えないのではないかと考えました。 

 

そこで私たちは、なぜ日本企業が多くの不祥事を起こしてしまうのかを知るために、企

業不祥事の原因が何であるかを、実際の企業不祥事の事例分析から探り、その原因から不

祥事を起こさないために企業に求められる具体的な取組みを特定しようと考えました。そ

の結果、多くの企業内に存在する組織文化が、組織の構成員の不祥事につながる行動に大

きく影響しているのだと判断しました。 

 

 不祥事を未然に防ぐためには、日本企業は組織文化をどのようにマネジメントしなが

ら、コンプライアンスに取り組むべきであるか。このような観点から、我々は、以下をテ

ーマとし、論文を制作しました。 

  

「日本企業のコンプライアンスにおける課題―企業不祥事の原因分析による組織文化の重

要性―」 

 

難解な点もあると思いますが最後までお読み頂ければ幸いです。 

 

 

 

2017年 11月 18日 

第 6期谷本ゼミナール 吉原蒼陽 
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教授・ゼミ生紹介 

■谷本寛治先生 

  

挑戦して学び続ける大切さを体現している偉大なお方。ドイツにいながら、いつも私たち

のことを考えてくれている。特に女子に優しく情に熱い。話の引き出しが本当に豊富でゼ

ミ生はいつもゼミ通信を楽しみにしている。一見厳しいけど、寂しがりやな一面も…。料

理ができる。英語が堪能。 

 

■井伊健人(副幹事長) 

            
①攻玉社高等学校②写団シャレード③サッカー観戦、世界旅行、カメラ 

④活動を通して自分の至らなさを思い知ったこと 

マイペースと切れ味鋭い意見でゼミを支えるカメラマン副幹事長。オシャレ。自分の意見

を臆することなく発することができる。自分独自の世界観を持っている。いじられキャ

ラ。時折放つキラーパスは絶品。独自のワールドを持っている。いつかベールを剥がした

い。聞き上手。まっすぐな人。6期に必要なけんてぃワールド。ちょっと不思議な世界を

持つ。憎めない。女子力高い系男子。 

①出身校 

②サークル 

③趣味 

④ゼミでの思い出 

他己紹介 
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■石田真理子(渉外) 

   
①私立鴎友学園女子②WESS③旅行、YouTube、音楽ライブに行くこと    

④プロ研本番前の 1週間に 7号館に引きこもったこと 

誰よりも強い芯と負けん気とロジックで、みんなを引っ張る 6期のお姉さん。 

考え方が常にロジカル。オシャレ～～。ゼミを一生懸命やりながら私生活が華やかでリス

ペクト。Macをカタカタする姿がかっこよすぎるし似合う。谷本ゼミらしからぬウェイ。

WESSのパリピ。理想のキラキラ女子大生。ロジカルウーマン！頼りになるし、人としてか

わいいし、完璧！すごい負けず嫌い。  

 

 

■石村海(企画広報) 

   
①神奈川県立湘南高等学校②FC.GUSTA③サッカー 

④何度も議論して方向転換しまくったこと 

谷本ゼミのブレイン。ザ！ストイック。完璧。目標に向けてどこまでも自分を追い込んで

いくことができる。自分の意見を持ちつつ、みんなの意見を汲み取ってそれを形にしてく

れる。ストイック超人。常にゼミを上のレベルに引き上げようとしてくれる湘南が生んだ

秀才。男梅。なんでもできちゃうが故に心配されちゃう、愛されキャラ。総理大臣になれ

ばいいと思う。ちゃんと息抜きして長生きしてほしい。イケメンサッカーボーイ。 
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■伊藤あさひ(寛逓会) 

   
①秋田県立秋田高等学校②ひまわり子ども会③映画鑑賞、読書 

④7号館で一日を過ごしたこと 

ゼミ 1 番の包容力、誰もを安心させるあったかいオーラと笑顔を持つ秋田美人。隣に座る

だけで癒されて疲れが取れる。慈愛に満ちた谷本ゼミの良心。彼女にしたいランキング第

1 位！あさひちゃんのお家にみんなたまりがち。パソコンの大きさは心の広さの表れ！底

知れぬ優しさと思いやり。ものすごくよく人を見てる。怒っているのを見た事ない。子ど

も会にいる優しいお姉さん。どうしたらこんな良い子に育つのか知りたい。 

 

■井藤早紀(企画広報) 

    
①岐阜県立岐阜北高等学校②Set Point T.C.③旅行、音楽 

④除ゼミの危機を乗り越えたこと 

スーパーポジティブ人間。守っていきたい 6 期の笑顔の源泉。天然記念物。お父さんが言

ってたもん！ですべてが解決すると思っているところがある。普段はフワフワしている

が、やることはきっちりとこなすしっかり者。愛嬌の塊。いつも話すエピソードが面白

い。おてんば娘。みんなの笑顔の中心。ハッピーオーラがすごい。ネガティブな事を一切

言わないのが凄い。テ二サーとは思えないピュアさ！常にさきちゃんワールド炸裂して

る。 
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■片山侑香里(渉外) 

   
①広島県立尾道北高等学校②早稲田 POST③寝ること 

④さきちゃんの面白い話をみんなで聞いてたこと 

6 期のおばちゃん担当。興味があることにどんどん足を運ぶ活動家。新しい視点で物事を

捉え、議論に深みを与えてくれる。ゼミ生を心から愛す、近所のおばちゃん的存在。親し

みやすく、話していると元気をもらえる。多様な意見を出してくれる頼りになる存在。フ

ットワーク軽すぎ。優しく見守ってくれる。天性の才能でみんなの世話を焼いてくれる。

いい意味で大学生っぽくないのがとても良き良き。たまに出る乙女が可愛い。 

 

 

■加藤沙奈(企画広報) 

   
①都立日比谷高等学校②無所属③おいしいものを食べる 

④各行事までの残り一週間の追い込み 

谷本ゼミの綺麗なお姉さん担当。的確な意見と卓越した語学力を持ち、圧倒的な存在感を

放つ。私生活はサバサバしてるのではないかと思っている。お家が大好き。英語喋れて頭

良くてキャパあってスペックの塊。ゼミ 1 のかっこよさ。どの角度から見ても感じる

「美」。冷静、かつすんごく優しい。実は感動屋さん？地頭の良さは谷本ゼミ 1，2 を争う

レベル！アジアンビューティ。春学期日本にいなかったとは思えない！横顔の美しさ。 
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■國川友梨(渉外) 

    
①福岡雙葉高等学校②早稲田大学広告研究会 

③音楽、焼肉、一日一特茶④サブゼミでみんなの誕生日をお祝いしたこと 

みんなの懐に飛び込むコミュ力と人懐っこさを持った、みんなに愛される妹的存在。小悪

魔ちゃんな愛されキャラ。みんなが気づかないような細かいところに気づき、そっと手を

加えてくれる。いつも笑顔で元気をくれ、ゼミになくてはならない存在。細かい作業も厭

わずしてくれる。ゆりがいるだけで明るい。いつのまにかさらっと仕事をこなしてる。最

初は広研か～って思ってたけど今は一番親しみやすいです。いつもにこにこ笑顔。おじさ

んキラー。 

 

■榊原なつみ(企画広報) 

    
①横浜共立学園高校②早稲田大学バレエサークル Ciel③食べること 

④7号館と中図書のグループ学習室で見るみんなの顔 

6 期の天使。見た目とは裏腹に、議論は冷静な意見をくれる。谷本ゼミのアイドルであり

ながら、冷静な意見を出し、細かなところに気がつく。アイドル的存在。ちゃんと自分持

ってる。みんなのなっちゃん。見た目の可愛さから想像つかない、的確な意見・議論の先

を読んだ仕事の速さは神。いつも新鮮な可愛さ、なっちゃん♡誰よりも冷静で客観的。い

つ見ても可愛くて感動する。かわいくて一見おっとりしてるけど実は凄く我が強い疑惑。 
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■中峰千鶴(企画広報) 

 
①土浦日本大学高等学校②無所属③絵日記を書くこと 

④気づいたら季節が変わっていたこと 

ザ不思議ちゃん。常に新しい視点で意見を提供してくれる。ほんま、おもろい。引き出し

が多い。凝り固まって詰まった議論を一変させられる、神出鬼没なアイデアマン。猫のよ

うな懐っこさの持ち主。想像力豊か、考えを巡らせるスピードがとてつもなく速い。仲良

くなるとひっつき虫。知れば知るほど味が出る(笑) 発想が凄く独創的で素敵です。ゴーイ

ングマイウェイ。ちゃんと自分を持ってる。たまに猫になる。どこでも生きていけそう。 

 

■三宅まな(幹事長) 

    
①横浜市立南高等学校②無所属③フィルムカメラ、コーヒー 

④初回のゼミになんとか出席できたこと 

個性豊かな 6 期を優しさで包んでくれる、いつでも頼れる幹事長。言葉の選び方・人や物

の扱い方など全てにおいて丁寧。頼れる存在。普段はおっとりしてるけど、芯の強い人。

話すと癒されるマイナスイオンみたいな人。精神年齢が高すぎる、実は何歳なの？！別格

の落ち着きと思いやりを持った 6 期の心の拠り所、聖母。ちょっと働きすぎな女神さん。

ふんわりクールという感じ。可愛いって言うと怒るけど、そんなとこも可愛い。 
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■吉原蒼陽(渉外) 

  
① 川越東高等学校②ミラージュバドミントンサークル③バドミントン、ダルシムカリー 

④ゼミ後の一軒目酒場 

6 期のムードメーカー。気遣いがうまい。メガネ。数学めっちゃできる。語彙力、ギャグ

セン、空気を敏感に読める力が地頭のよさを物語る、いつも場を和らげてくれる緩和剤。

考えを伝えるのも上手だし、聞くのも上手。ダルシム臭すごい。優しいし、すごく真面

目。お調子者だけどちゃんと自分の主張がしっかりしてて GAP に驚く。酔っ払っても、

携帯なくしても、やる時はやる男！ボケもツッコミも自由自在。 
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2017年度 活動報告 

―年間スケジュール― 
【これまでのスケジュール】 

4 月 新入生歓迎会 本ゼミ・サブゼミ開始 

   『CSR 企業と社会を考える』、『企業社会のリコンストラクション』 

 

6 月 『Business and Society』(英語教材) 

   ゼミ説明会、ゼミナビ、ゼミ見学会 

 

7 月 前期納会 

 

9 月 ワークショップ＠早稲田大学(国立台北大学と合同) 

  「企業と社会フォーラム (JFBS)」サポーター参加 

   ゼミ説明会、ゼミ選考、プロジェクト研究 

   寛逓会(OB/OG会) 

 

11 月 早稲田祭での研究発表 

   「日本企業のコンプライアンスにおける課題―企業不祥事の原因分析による組織文

化の重要性―」 

 

【今後の活動】 

12 月 神戸大学・大阪市立大学とのインターゼミ@大阪市立大学 

   後期納会 

 

1 月 卒論テーマ決定 

   企業とのステイクホルダー・ミーティング予定(三井物産株式会社) 
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日本企業のコンプライアンスにおける課題 

―企業不祥事の原因分析による組織文化の重要性― 

 

第 1章      問題提起 

     第 1節    本研究の狙い 

     第 2節    本論文の構成 

 

第 2章    日本企業の CSR活動における課題 

     第 1節     本章の狙い 

     第 2節     CSR とは何か 

     第 3節     日本における CSR 

     第 4節     日本企業における CSRの課題 

 

第 3章    企業不祥事の原因と事例分析のための視点 

     第 1節     本章の狙い 

     第 2節     企業不祥事について 

     第 3節     組織文化について 

     第 4節     仮説と事例分析について 

     第 5節     事例分析のためのフレームワーク 

 

第 4章    組織文化に着目した企業不祥事の分析 

     第 1節     本章の狙い 

     第 2節     事例研究(株式会社東芝、富士フイルムホールディングス株式会社) 

     第 3節     結果 

     第 4節     考察 

     第 5節     結論 

 

第 5章    日本企業に求められる今後の取組み 

     第 1節     本章の狙い 

     第 2節     前章を踏まえた新たなリサーチ・クエスチョンの設定 

     第 3節     コンプライアンス重視の組織文化を形成するために 

 

第 6章 全体総括 
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第 1 章  問題提起 

 

第 1節 本研究の狙い 

 近年、日本で多くの企業不祥事が相次い

でいる。企業不祥事がステイクホルダー全

体に与える影響は甚大であり、多くの企業

は、社会から求められているコンプライア

ンスに取り組めているとはいえないのが現

状である。加えて、コンプライアンスや

CSRへの取組みに関して外部機関から評価

を得ている企業でさえも、不祥事を起こす

事態にもなっている。本研究では、日本企

業が不祥事を起こさないためにも、どのよ

うな原因で企業不祥事が起きているのかを

明らかにし、その原因を踏まえたうえで、

日本企業はどのようにコンプライアンスに

取組めばよいのかについて、課題を挙げ、

今後求められる取組みとは何かを考察して

いく。 

 

第 2節 本論文の構成 

 本論文は 6つの章で構成されている。 

 まず第 1章では本研究の狙いを明らかに

し、本研究の目的を提示する。第 2章で

は、CSRの定義や日本における CSRの現状

について論ずる。その中で、日本で企業不

祥事が相次いでいることから、日本企業の

CSRへの取組みの内で、コンプライアンス

が課題として挙げられ、それに関した問題

提起を示す。また、問題提起を検証する上

で、2つのリサーチ・クエスチョンを提示

する。 

 第 3章では、企業不祥事の起こる原因を

先行研究から調査する。そこで、組織文化

が、企業内の人間に大きな影響を与えてお

り、時に不祥事につながる可能性があるこ

とを述べる。次章において、実際の企業不

祥事を組織文化の観点から分析するにあた

り必要なフレームワークを、先行研究を参

考にして提示する。 

 第 4章では、前章で作成したフレームワ

ークに基づき、東芝と富士ゼロックスの不

祥事に関して分析を試みる。分析から得ら

れる結果から独自の考察を論ずる。 

 第 5章では、前章で論じた考察をもと

に、日本企業に求められる具体的なコンプ

ライアンスへの取組みを、組織文化の観点

から述べる。 

 第 6章では、第 2章から第 5章までの内

容を振り返り、総括とする。 
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第 2 章 日本企業の CSR活動に

おける課題 

 

第 1節 本章の狙い 

 本章ではまず、本研究のテーマである

「日本企業が不祥事を起こさないためにど

のようにコンプライアンスに取組むべき

か」を考察していく上で、第 2節では、

CSRの定義や世界的な CSR の潮流につい

て、第 3節では、日本における CSRの取組

みをみていく。第 4節では、コンプライア

ンスの面からみた、日本企業における CSR

の課題を特定していく。そして、問題提起

を明らかにしていくために、2つのリサー

チ・クエスチョンを設定する。 

 

第 2節 CSRとは何か 

 現在、地球全体で取り組まなければなら

ない社会問題が山積している。それらは、

環境問題や人権問題など多岐に渡る。これ

らの問題によって、社会の持続可能な発展

が、危ぶまれている。これまでは、これら

の社会問題の解決の主体は、国・政府だと

一般的に考えられていた。しかし、時代の

変化と共に、社会問題は複雑化し、国・政

府だけで解決することは困難になってい

る。そこで、企業も社会の持続可能な発展

の担い手として、期待される社会的責任が

大きくなってきている。単に利益を創出す

る経済的な責任だけでなく、環境・人権な

どに配慮した社会的責任が求められている

のである。 

 このように、社会が企業にその役割を期

待する中で、社会の持続可能な発展に貢献

する担い手として、発展してきた概念が

CSRである。 

 CSRとは、「Corporate Social 

Responsibility」(企業の社会的責任)とさ

れている。CSRに関しては、様々な学者や

国際機関などが、定義を示している。その

一部を紹介し、私たちが本論文で用いる定

義を明示したい。 

 

・「企業が社会や環境と共存し、持続可能

な成長を図るため、その活動の影響につい

て責任をとる企業行動であり、企業を取り

巻く様々なステークホルダーからの信頼を

得るための企業のあり方」(経済産業省) 

 

・「企業の社会への影響に対する責任」

(欧州委員会) 

 

・「企業の社会的責任とは、企業は一般大

衆、コミュニティ、および、その環境に影

響を与えるどんな行為に対しても説明責任

を負うべきである」(J・E・ポスト/A・T・

ローレンス/ J・ウェーバー 2012) 

 

・「CSR とは企業活動のプロセスに社会的

公正性や倫理性、環境や人権への配慮を組

み込み、ステイクホルダーに対してアカウ

ンタビリティを果たしていくこと」(谷本 

2006) 

 

以上のように様々な定義がなされてお

り、統一した定義を明示することは難し

い。これらの定義に含まれる要素として、

①「環境や社会への配慮を企業行動に反映

させること」、②「社会に対して説明責任

を果たすこと」の 2つが挙げられる。また
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持続可能な発展が求められ経営活動のプロ

セスが問われている中で、環境や社会に対

する配慮を企業活動のプロセスに組み込ん

でいくということは大きなポイントとな

る。①②の要素を包括し、「組み込む」と

いう点を含んでいるという理由から本論文

では、谷本の定義を用いることとする。 

 

第 3節 日本における CSR 

第 1節では、時代の変化と共に CSRが世

界的に発展してきたことを述べたが、その

世界的な流れを受けて、日本でも CSRの考

えは広がっている。日本企業はこうした世

界的な市場の動きに対応しようと、積極的

に CSRに取り組んでいる。谷本(2014)は

「日本において CSRは 2000 年代に入って

注目されるようになり、多くの上場企業で

CSR経営の制度化が進んでいる。例えば、

大多数の上場企業は CSR担当部署を設置

し、CSR 担当役員を置いている。」と述べ

ている。 

 事実、海外と比較しても、日本は積極的

に CSRに対して取り組んでいると言える。

図 2-1は 推進のための組織体制としてど

のような部署や委員会を設置しているかに

ついて、海外と比較してグラフとして示し

たものである。CSR専門部署や取締役会レ

ベルでの CSR委員会は、海外と比べても設

置率が高い。ワーキンググループといっ

た、部門横断的な取組みも、高い数値を記

録している。このように日本における CSR

の取組みは浸透してきていることが分か

る。  

 

 

図 2-1 

出典)国際的な企業活動における CSR(企業の社会的責任)の課題と そのマネジメントに関する調査 

(経済産業省)より、谷本ゼミ作成 
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第 4節 日本企業における CSRの課題 

 第 3節では、日本おいて CSRの取組み

が、企業において根付き始めていることを

述べた。しかし、そのように CSRに積極的

に取組む企業において、基本的なコンプラ

イアンスをおろそかにした企業不祥事が相

次いでいる。例として挙げられる企業は、

東芝や富士ゼロックス、三井物産などであ

る。日本での CSR評価においては、しばし

ば東洋経済新報社の CSRランキングが用い

られる。このランキングは「人材活用」

「環境」「企業統治」「社会性」の 4分野

に分かれており、全体で 136の項目から構

成されている。このランキングにおいて、

東芝は、2007年 1位、2008 年 2位、2015

年 14位と上位の企業であるが、2008年か

ら 2014年にわたって、不正会計があった

ことが発覚している。また、富士ゼロック

スでは、親会社である富士フイルムホール

ディングスが 2015年から 2017年にかけて

1 位、また富士ゼロックスも 2016年に 2

位、2017年に 7位であるが、2009年から

2015年にわたって、不正会計が行われて

いた。そして、2006年に 865社中 72位で

あった三井物産では、2002 年に国後島デ

ィーゼル発電所事件(※1)、2004年に DPF

事件(※2)が起きている。 

 このように、CSRに積極的に取組む企業

において、コンプライアンスに関する問題

が後を絶たない。 

 では、そもそもコンプライアンスとは何

か。ここで、この問いに対して、コンプラ

イアンスの定義に関する先行研究をいくつ

か紹介する。そのうえで、私たちが本論文

で用いるコンプライアンスの定義を明示す

る。                                                                                              

以下は、いくつかのコンプライアンスの定

義である。 

 

・「コンプライアンスが企業に遵守を求め

る対象とする規範については、法令(法規

範)のみに限られず、社内規範や事業団体

による自主行動基準などの業界自主ルー

ル、さらには社会の良識や常識まで含まれ

るとする立場が一般的になっている。つま

り企業に対して、法令に限らず、広く社会

の「きまり」を遵守するように求めるの

が、コンプライアンスである。」(大塚和

成 2007) 

 

・「社会的要請に応え、組織の目的を実現

すること」(郷原 2005) 

 

・「社会の希望、要請、需要、必要などを

受け止め、それに応えるべく行動するこ

と」(菱山 2015) 

 

・「法令の精神を理解し、その趣旨を尊重

して行動すること」(国広、五味 2005) 

 

 このように、様々な研究者がコンプライ

アンスを定義しており、コンプライアンス

という言葉にどこまで意味を含ませるかに

ついては、議論の余地がある。ここで、上

記 4つの定義の中で、多くに共通する要素

として、①「単に法令遵守にとどまらない

こと」、②「社会規範を遵守すること、ま

たは社会的要請に応えること」の 2つが挙

げられる。②にある「社会規範を遵守する

こと」とは、企業は、法令を遵守するだけ

でなく、社会の道徳や倫理にも配慮する必

要があるという意味である。以上を踏ま
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え、私たちは本論文では、コンプライアン

スを「法令のみならず社会規範も遵守する

こと」と定義する。 

 コンプライアンスは、CSRという大きな

枠組みの中の活動の 1つと捉えることがで

きる。企業が社会的責任を果たす上で、法

令遵守という社会の最低限のルールや規範

を守ることは、基本的な取組みであると言

える。表 2-1は、谷本(2006)を元に作成し

た CSRの三つの次元である。「法令遵守・

リスク管理の取組み」は 1つ目の次元に位

置し、CSRにおける基本的な取組みの一つ

と言える。谷本(2006)は「コンプライアン

スは経営活動を行う際の基本である。CSR

ではそれをベースに、より広く社会との関

係の中で企業の役割を考えていくことが求

められている。」述べている。 

このように、コンプライアンスは、企業が

社会的責任を果たしていく上で、CSRとい

う枠組みにおいてベースにある取組みだと

言うことができる。 

また、企業は CSRを行っていく上で、コ

ンプライアンスを重要な取組みの 1つとし

て位置づけている。表 2-2は、経済同友会

による日本企業の CSRに関するアンケート

調査である。「貴社にとっての CSRには、

どのような項目が含まれますか。」という

問いに対して、「法令を遵守し、倫理的行

動を取ること」という回答が最も多い。こ

のように日本企業は、CSRを行う上で、コ

ンプライアンスを重要な取組みと位置付け

ていることが分かる。企業は、コンプライ

アンスを重要だと認識しているだけでな

く、実際に制度として行動に移している。

企業不祥事を起こした例として挙げた、東

芝、富士ゼロックスについて、個別で見て

も、企業不祥事を防ぐコンプライアンスの

制度は、整備されていると言える。表 2-3

はそれを示すものである。東洋経済新報社

の CSRランキングの中でも、企業統治と社

会性の項目に照らした点数では、3社とも

高い点数を示している。企業統治、社会性

の項目には、「法令順守関連部署」「倫理

行動規定・規範・マニュアルの有無」「商

品・サービスの安全性・安全体制に関する

部署の有無」など、コンプライアンスに関

わる評価項目が多岐に渡って存在してい

る。コンプライアンスに関する制度を設け

 

①経営活動の

あり方 

経営活動のプロセスに社会的公正性・倫理性、環境や人権などへの

配慮を組み込む 

→<法令遵守・リスク管理の取組み>と<企業価値を創造する積極的取

組み>(＝イノベーティブな取組み) 

②社会的事業 社会的商品・サービス、社会的事業の開発 

→<新しい社会的課題への取組み> 

③社会貢献活

動 

企業の経営資源を活用したコミュニティへの支援活動 

→<戦略的フィランソロピーへの取組み> 

表 2-1 CSRの三つの次元  出典)谷本寛治(2006)『CSR企業と社会を考える』より、谷本ゼミ作成 
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ていることに関して、高い評価がされてい

ることを裏付けている。参照したランキン

グの年度は不祥事が起こった年であり、不

祥事が起こった年のランキングが無かった

場合は、その年に 1番近い年度を参照して

いる。CSRとコンプライアンスに関しては

どちらも専任部署が設置されており、内部

通報窓口も設置されている。以上のよう

に、不祥事を起こした企業において、コン

プライアンスの制度は高い水準で設けられ

ていたと言える。 

また、日本企業全体で見ても、同様にコ

ンプライアンスに関する制度が設けられて

いると言える。東洋経済新報社『CSR企業

白書 2017年度版』(2017)は、日本企業

の法令遵守に関する担当部署の設置状況と

して次のように示している。法令遵守に関

する担当部署を設置している(専任、兼任

まとめて)企業は、製造業で 96.8%、非製

造業で 97.6%である。このことから日本企

業全体においても、法令遵守の取組みは高

い水準にあると考えられる。 

 以上のように、コンプライアンスは CSR

の取組みにおいてベースにある取組みであ

り、実際に日本企業はコンプライアンスを

CSRにおける重要な取組みの 1つと位置付

けている。それと同時に積極的に取り組ん

でいることが分かる。しかし一方で、本節

序盤で述べたように、企業不祥事が相次い

でいることも事実である。これらのことか

ら私たちは、日本企業のコンプライアンス

を、日本企業の CSR活動の課題の 1つとし

て捉える。また、日本企業が社会的責任を

果たしていく必要がある中で、企業不祥事

を起こさないために、どのようにコンプラ

イアンスに取組んでいくべきかを明らかに

したい。そこで、以下のような問題提起を

行った。 

問題提起「日本企業は、不祥事を起こさな

いためにどのようにコンプライアンスに取

り組んでいくべきか。」 

この問題を明らかにするため、2つのリ

サーチ・クエスチョンを次のように設定す

る。 

⑴ コンプライアンスに関する諸制度が整

っていた企業で、なぜ不祥事が起きたのか 

⑵ ⑴で明らかになった現状の問題点をど

のように解決すべきか 

 リサーチ・クエスチョン⑴では、近年日

本企業がコンプライアンスに積極的に取り

組んでいるにもかかわらず、不祥事が起こ

ってしまうという現状の問題点を明らかに

する。次に、リサーチ・クエスチョン⑵に

おいては、リサーチ・クエスチョン⑴で明

らかになった問題点を、日本企業はどのよ

うに解決していくべきかを提案し、問題提

起に答えていきたい。 

 

脚注 

(※1)国後島ディーゼル発電所事件 

2002年、北方四島支援事業の国後島「ディーゼル発電

所」競争入札で、外務省の担当者から三井物産社員が入

札価格に関する情報を不正に聞き出し、競合会社に入札

参加の断念を働きかけるなどして、公正な入札を妨害し

たもの。 

(※2)DPF事件 

2004年、同社が販売していたディーゼル車向けのスス

の浄化装置(DPF、ディーゼルエンジンの排気ガスに含ま

れる粒子状物質を減少・除去する装置)の指定申請時

に、ススの補修率が基準値未満だったにも関わらず虚偽

のデータを作成・提出して販売していたという事件
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表 2-2 日本企業の CSRにおけるコンプライアンスの位置づけ  出典)公益社団法人 経済同友会 『日本

企業の CSR自己評価レポート 2014』p.17 

東芝 【企業統治＋社会性ランキング※】99.4/100点→2位/1325社(2016年) 

【CSR部署】専任 CSR部署 

【コンプライアンス】専任コンプライアンス＆リスク管理部 

【内部通報・告発窓口】有 

富士ゼロックス 【企業統治＋社会性ランキング※】95.2/100点(2008年) 

【CSR部署】専任 CSR部署 

【コンプライアンス】専任法務部リスクコンプライアンスセンター 

【内部告発窓口】有 

表 2-3 近年不祥事を起こした企業のコンプライアンス制度整備状況 

出所)東洋経済新報社『CSR企業ランキング』(2008,2016) より谷本ゼミが作成 
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3 章 企業不祥事の原因と事例分

析のための視点 

第 1節 本章の狙い 

 本章では、1章において問題提起に応え

るために立てた、リサーチ・クエスチョン

(1)「コンプライアンスに関する諸制度が

整っていた企業でなぜ不祥事が起きたの

か」という点について、先行研究を通して

探る。その先行研究をもとに、リサーチ・

クエスチョン(1)を明らかにするための、

仮説を立てる。また、仮説を検証するため

に行う、事例分析の手順とフレームワーク

を提示する。 

 

第 2節 企業不祥事について 

 はじめに、主な専門家、研究者による企

業不祥事の定義をいくつか紹介し、本研究

における企業不祥事を定義づける。 

 

・「企業が社会的制裁や社会的批判を受け

るような行為」(八田 2011) 

 

・「組織や個人にとって望ましくない出来

事で、社会的な影響があるもの」(植村

2014) 

 

・「組織に重大な不利益をもたらす可能性

がある業務上の事件または事故であって、

①その発生が予見可能であったこと、②適

当な防止対策(被害軽減対策を含む)が存在

したこと、③当該組織による注意義務の違

反が重要な原因となったことの三要件を満

たすもの」(樋口 2012) 

・「公共の利害に反し、(顧客、株主、地

域住民などを中心とした)社会や自然環境

に重大な不利益をもたらす(企業や病院、

警察、官庁、NPOなどにおける)組織的事

象・現象のこと」(間嶋 2007) 

 

・「企業不祥事とは、会社の役職員によ

る、不正行為または法令もしくは定款に違

反する重大な事実、その他公共の利害ない

しは社会の規範に反する行為で会社に対す

る社会の信頼を損なわせるような不名誉で

好ましくない事象」(稲葉 2017) 

 

  以上の先行研究より、企業を取り巻く

社会は、企業に対して社会的・道義的責任

を果たして欲しいという期待と信頼を抱い

ており、企業がその要請を果たさないとき

に批判や制裁を受け、"企業不祥事が起き

た"とされる。そこで、私たちは企業不祥

事を「社会的批判・制裁を受けるような社

会規範・倫理から外れた行動」と定義付け

た。 

 また、私たち１章でコンプライアンスを

「法令のみならず社会規範も遵守するこ

と」とした。つまり、企業不祥事はコンプ

ライアンスに違反することと同義である、

ということだ。 

 私たちは 1章のリサーチ・クエスチョン

(1)を「コンプライアンスに関する諸制度

が整っていた企業でなぜ不祥事が起きたの

か」としたが、コンプライアンスに関する

諸制度がしっかりと機能しているならば不

祥事は起こらないはずである。つまり、コ

ンプライアンスに関する諸制度が何らかの

原因によって機能しなかったということで

ある。そのコンプライアンスに関する諸制
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度を無機能化させる原因については、先行

研究を探る。八田(2017)は企業不正の分類

について以下のように述べている。  

たとえば、「粉飾決算」や「食品

偽装」等は、通常、企業自身が組織

ぐるみで行う不正行為です。(中略)

一方、従業員による「会社資金の横

領」や「インサイダー取引」等は、

従業員個人が行った不正行為であ

り、企業自身が組織ぐるみで行った

わけではありません。 

 企業不正、つまり企業不祥事は、企業が

組織ぐるみで行うような組織的な不祥事と

従業員個人が行うような個人的な不祥事、

の 2つに分けられる。 

 また、稲葉(2017)が日本の 1945年以降

2007年 1月までの主な企業不祥事を採録

した『企業不祥事事典』をもとに、不祥事

を分類すると「組織的かつ意図的な不祥事

が全体の 54%と過半を占め、これに組織的

かつ非意図的なもの 19%を加えると 73%が

組織的なものとなる。つまり、個人的なも

のは 27%にすぎない」とある。図 3-1は以

上の先行研究をもとに、作成した企業不祥

事の分類についてである。 

これらのことから、「横領」や「インサ

イダー取引」のような個人に利益のあるよ

うな不祥事などより、「粉飾決算」や「食

品偽装」のような個人には利益がないよう

な、組織的な不祥事の方が、日本において

は圧倒的に多いことが明らかとなった。 

では、組織的な不祥事は個人に利益がな

いにもかかわらず、なぜ企業内の人間は、

組織的な不祥事につながる行動をとってし

まうのであろうか。 

 私たちはその問いに対して、企業内にお

ける個人の行動や価値観に影響する何か

が、企業内の人間の不祥事につながる行動

につながっているのではないかと推測し

た。そして、日本において、それは、組織

の空気・雰囲気や組織の価値観を作る、組

織の文化なのではないかと考える。 

 宮坂(2002)は以下のように述べている。 

日本の集団はイエやムラのような

 

図 3-1 企業不祥事の分類 

※分類した 147の不祥事は、斉藤憲『企業不祥事事典―ケーススタディ 150』を参考にしている。 

稲葉(2017)『企業不祥事はなぜ起きるのか ソーシャル・キャピタルから読み解く組織風土』より谷本ゼミ作成 
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共同的世界にあこがれた人々をまき

こんでつくり出されたものである、

という理解にたつと、そのような集

団を特徴づける文化的要素として、

包摂と排斥(の特殊な結合形態)をあ

げることができる。 

 包摂とは他者を同質化して、その

集団規範になびかせて、自己の内部

に取り込むことであり、また、排斥と

は集団が他者を異質化して、その集

団規範になじまなくして、自らの外

部に押しのけることであり、この「日

本の集団文化としての」包摂と排斥

が(共同的な一体化結合が持ち込ま

れた)日本の企業にも完全にあては

まる。 

 

つまり、日本においては、集団規範を通し

て集団の行動が決定づけられるという、文

化が伝統的に形成されており、このような

文化は企業にも適用される、と宮坂は指摘

している。 

 また次に、谷本(2013)は、「企業社会、

企業組織における非公式文化の影響が強

く、非公式の規範が行動を決める傾向が強

い」と述べている。つまり、日本におい

て、企業の構成員の行動は、企業内にある

文化に大きく左右されるということを述べ

ている。 

 以上の 2つの先行研究から、組織文化

は、企業内の人間に強く影響している。そ

して、組織不祥事につながるような企業内

の人間の行動も、組織文化の影響なのでは

ないかと考えられる。 

 

 

第 3節 組織文化について 

 前節では、組織的な不祥事が起きるの

は、組織文化が組織の構成員に大きく影響

しているためであると考えた。本節では、

主な専門家、研究者による組織文化の定義

をいくつか紹介し、本研究における組織文

化を定義づける。 

 

・「ある特定のグループが外部への適応や

内部統合の問題に対処する際に学習した、

グループ自身によって、つくられ、学習さ

れ、または発展させられた基本諸仮定のパ

ターン。それは良く機能して有効と認めら

れ、したがって新しいメンバーにそうした

問題に関しての知覚、思考、感情の正しい

方法として教え込まれるもの。」シャイン

(1985) 

 

・「ある一つの集合体に共通して見いだせ

る相互に関連し合う価値観（不可視で変革

しにくい）と行動方法（可視的で変革しや

すい）のセット。」コッター&ヘスケット

(1994) 

 

・「過去の経験を手本として学び取られた

様式。特定の生活様式を示す多くの行動や

習慣を伴う意味体系。」グレゴリー(1986) 

 

・「社会的に構築されたシンボルと意味の

パターン。」シュルツ(1986) 

 

・「個々の組織における観念的・象徴的な

意味のシステム。要素として、儀礼、遊

び、共有価値、無自覚的前提を含む。」

(佐藤・山田 2004) 
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以上、組織文化には多様な定義が存在す

るが、共通して言及されているのは組織に

受け継がれる行動や判断のもととなる、価

値観や意味の体系ということである。本研

究においては、この「組織に受け継がれる

行動や判断のもととなる、価値観や意味の

体系」を組織文化の定義とする。 

これまでのところ、不祥事を発生させる

組織内の要因として組織文化が考え得るこ

とを述べてきた。しかし、組織文化が、組

織にポジティブな影響をもたらす要素であ

るという多くの研究者の見解も事実であ

る。 

 コッター&ヘスケット(1994)は、「企業

文化は企業の長期的業績に強い影響を及ぼ

し得り、経営を支える主要な支援者、コン

スティチュエンシー(顧客、株主、従業員)

の全てを尊重し、またすべてのレベルに属

する管理者のリーダーシップの発揮を重視

する文化を備えた企業こそ、このような文

化的傾向を備えていない企業を、業績にお

いて大いに凌駕する」ことを挙げている。 

 小原(2014)は、「組織文化の機能の一つ

に、組織における人々の大きなエネルギー

を引き出し、経営戦略に適合したもっとも

安定した組織行動パターンを創り出す機能

がある」ことを挙げている。 

 以上のように、組織文化が好業績と結び

つけられ、組織の構成員の力を引き出すも

のなど肯定的に述べられている。 

 一方で、間嶋(2007)は、「組織文化は、

組織の認識・決定・行為の正当性の根拠と

なるが、しかしときにその文化はあまりに

組織特有で社会の価値規範・道徳とかけは

なれ、社会を蔑ろにした活動を正当化する

根拠となる場合がある」と挙げている。ま

た、同様に「組織は、ときに閉じた(社会

活動を蔑ろにした)組織文化をつくってし

まい、このような組織文化は、社会の道徳

に反する行為までをも容認(正当化)し、組

織を不祥事に至らしめる」とも指摘してい

る。 

 社会の道徳に反する行為までも容認・正

当化する組織文化、つまりは、ときとして

組織文化は企業不祥事を正当化してしまう

のである。  

 以上のことから、組織文化は組織に対し

てプラスにもマイナスにも大きな影響力を

持っているということが明らかになった。 

 

第 4節 仮説と事例分析について 

 前節では、組織文化の影響力の大きさを

明らかにしたが、ベイザーマン(2013)によ

ると、「公式のコンプライアンス・システ

ムの実効性が弱いのは、その制度の設計に

欠陥があるからというより、非公式な組織

文化に圧倒されて影響力をかき消されてし

まう」と述べている。このことからリサー

チ・クエスチョン(1)を明らかにするため

の仮説を以下に提示する。 

 仮説「コンプライアンスに関する諸制度

が整っている企業でも、組織文化が原因と

なって、不祥事を起こすよう働いたのでは

ないか。」 

この仮説を検証するにあたって、事例分

析を行う。対象とする企業は、コンプライ

アンスに関する諸制度が整っていたこと、

近年不祥事を起こしたこと、これらの 2点

から、第 1章でも挙げた東芝と富士ゼロッ

クスとする。 
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事例を分析する上での手順は、次の通り

である。 

①  不祥事の概要 

②  コンプライアンスに関する諸制度の整

備状況 

③  文化の特定 

④  その文化がどのように不正を起こすよ

うに働いたのか 

 まず、①で不祥事の概要について述べ

る。②では、事例対象企業で、コンプライ

アンスに関する諸制度が整っており、不祥

事を防ぐ制度が設けられていたことを示

す。次に③では、②で示したように制度が

整っていたにも関わらず不祥事を引き起こ

すことにつながった組織文化を特定する。

そして最後に④では、③で特定した文化

が、どのように不正を引き起こしてしまっ

たのかを分析する。 

事例調査方法は、東芝・富士ゼロックス

の不祥事に関する第三者委員会報告書の分

析と、国立国会図書館蔵書検索システムよ

り、東芝・富士ゼロックス・富士フイルム

ホールディングスに関する文献・雑誌・新

聞記事の調査を主に行った。 

 

第 5節 事例分析のためのフレームワーク 

前章で述べた事例分析の②、③の手順で

は、先行研究をもとにしたフレームワーク

を、④では視点を提示する。 

〈②コンプライアンスに関する諸制度の整

備状況のためのフレームワーク〉 

 コンプライアンスに関する諸制度とは具

体的にどのようなものがあるのか。また、

そのような制度は、事例分析の対象とした

企業において本当に設けられていたといえ

るのかについて明らかにしたい。 

 田中(2005)によれば、「企業倫理実践シ

ステム」として、次のような体制や制度を

示している。 

-倫理綱領(行動基準)の制定・公布 

-遵守体制 

 ・企業倫理担当責任者 

 ・企業倫理担当部署 

 ・教育・研修プログラム 

 ・倫理ヘルプライン 

-フォローアップ体制 

 ・企業倫理委員会 

 ・企業倫理監査 

 ・定例実情調査 

 ・人事面の配慮 

 以上のように、コンプライアンスに関す

る諸制度は、基準制定から、遵守体制およ

びフォローアップ体制を構築する、という

流れがあり、さまざまな制度が必要になる

ことがみて取れる。事例対象企業のコンプ

ライアンスに関する諸制度の整備状況は、

上記の観点からみていく。 

〈③不祥事に関わる文化を特定するための

フレームワーク〉 

シャイン(2004)は、以下のように組織文化

に 3つのレベルがあることを述べている。 

-文物 

目に見える組織構造および手順 

-標榜された価値観 

戦略、目標、哲学(標榜されている

根拠) 

-暗黙の仮定 

無意識に当たり前とされている信

念、認識、思考および感情(価値観

および行動の源泉) 
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 本研究においては、3章において事例を

組織文化の観点から考察するにあたり、

「暗黙の仮定」として述べられている、

「無意識に当たり前とされている信念、認

識、思考および感情」に焦点を当てていき

たい。 

 また、不祥事を引き起こす原因となった

組織文化を特定するにあたり、シャイン

(2004)は、「会社の文化を解読する」方法

として、次のように述べている。 

 

文化面の仮定を取り出すために、

組織内部の人間を集めて、行う方法

であり、次の手順で行う。 

1:「事業にまつわる問題」を定義す

る。 

「事業にまつわる問題」を定義す

る。改善したいこと、もっと良いや

り方がありそうなこと、新たな戦略

目的を有することなどである。改善

を求める分野を限定する。 

2:文化の概念を復習する。 

目に見える文物、共有され標榜さ

れている価値観、共有されている暗

黙の仮定の 3段階からなる文化の概

念を復習する。組織を特徴づけてい

る多くの文物を特定することから始

める。考えるきっかけは次の分類で

ある。 

・身なり 

・権限を持つ人との関係の堅苦しさ 

・勤務時間 

・会合(頻度、進め方、タイミング) 

・決定の下し方 

・コミュニケーション 

・懇親行事 

・仲間内の言葉、制服、社員章 

・儀礼、慣習 

・意見の相違および対立 

・仕事と家庭のバランスに 

4:組織の価値観を特定する 

集団の人々に組織が標榜している

価値観をあげてもらう。これらはし

ばしば文書にされていたり、出版物

に載っていたりする。いかにして将

来も組織が成長をつづけ、競争力を

保つかという「ビジョン」の一部と

して繰り返されてきた価値観である

かもしれない。 

5:価値観を文物と比較する 

次に標榜されている価値観を同じ

分野の文物と比較してみる。例え

ば、顧客中心ということが価値観と

して標榜されているならば、文物と

しては、どのような報酬あるいは責

任のシステムがあがっているか、ま

た、それらが顧客中心を支えるもの

であるかどうかを見る。もし、それ

らが顧客中心になっていなければ、

もっと深いところの暗黙の過程が働

いてシステムを動かしているわけ

で、そのような分野がこれで特定さ

れたことになる。 

一般原則として、文化のより深い

レベルに到達する道は、外に現れた

行動、方針、規則および慣習(文物)

と標榜されている価値観との間の不

一致、矛盾を見つけ出すことであ

る。不一致の点が見つかればその後

は、外に現れた行動やその他の文物

は何によってもたらされているかを

特定しなければならない。ここに文
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化の重要な要素が深く埋め込まれて

いる。 

6:他のグループを対象に同じことを

繰り返す 

他のグループでもう一度あるいは

数回、同じことを繰り返すとよい。 

7:共有されている仮定をアセスメン

トする 

 特定してきた、共有されている基

本的仮定のパターンをアセスメント

する。これは、この手順の最初に設

定した目標(事業にまつわる問題を

明確化する)を達成しようとする際

に、グループの人々はどのようにそ

れを助けてくれたか、あるいはどの

ように妨害したかという観点からア

セスメントを行うのである。 

   

 以上の理論を参考に、私たちは③のステ

ップにおいて、以下のようなフレームワー

クを用いて分析を進める。 

(1)不祥事に関わる文物を特定する。 

(2)「標榜された価値観」を考察する。 

(3)標榜された価値観と不祥事に関わる文

物を比較する。 

標榜された価値観と不祥事に関わる文物

を比較し、不一致、矛盾を見つけ出す。 

(4)(3)で分析した不一致が何によってもた

らされているかを特定し、組織文化を特定

する。 

〈④その文化がどのように不正を引き起こ

すように働いたのかの視点〉 

 ベイザーマン(2013)は、非公式な文化の

組織に対する影響として「せっかく善良な

意図のもとで公式の倫理システムをつくっ

ても、暗黙の規範や同僚からのプレッシャ

ーなど、非公式な組織文化のほうが強い影

響力をもってしまう場合がある。」として

いる。したがって、組織文化が不祥事の防

ぐための制度を無機能化させてしまう可能

性を指摘している。 

 以上の先行研究より、④では、③の(3)

で特定した組織文化が、不祥事を防ぐため

の制度をどのように無機能させたのか、と

いう視点で見ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

第 4 章 組織文化に着目した 

企業不祥事の分析 

第 1節 本章の狙い 

 前章では、「CSRに関する諸制度が整っ

ていた企業で、なぜ不祥事が起きたのか」

というリサーチ・クエスチョン(1)に対し

て「コンプライアンスに関する諸制度が整

っている企業でも、組織文化が原因となっ

て、不祥事を起こすように働いたのではな

いか。」という仮説を立てた。 

 それを踏まえ、第 2節において近年不祥

事を起こした株式会社東芝と富士フイルム

ホールディングス株式会社(富士ゼロック

ス株式会社)を例として取り上げ、不祥事

が起きた原因を組織文化という観点から分

析していく。そして、第 3節では事例分析

から得た結果を示し、第 4節では、2社の

不祥事と組織文化の関係性について考察す

る。最後に第 5節で事例分析を通じて得ら

れた、リサーチ・クエスチョン⑴に対する

結論を挙げる。 

 

第 2節 事例研究(株式会社東芝、富士

フイルムホールディングス株式会社) 

 分析する上で、3章で取り上げたフレー

ムワークの①不祥事の概要 ②コンプライ

アンスに関する諸制度の整備状況 ③不祥

事に関わる文化の特定 ④その文化がどの

ように不正を引き起こすように働いたの

か、という 4つの手順に沿って考察してい

く。 

 

 

〈株式会社東芝〉 

①不祥事の概要 

 まず、株式会社東芝(以下、東芝)の不祥

事の事例分析を行う。表 4-1は、東芝の企

業概要を示している。 

2008年は、リーマンショックに伴う金融

危機を受けて世界景気が暗転していた。東

芝は 2008年過去最大の赤字を計上し、

2009年も赤字が続いた。2010年に大幅に

黒字回復したものの、2011年には利益が

急落しており、東芝の経営成績は非常に不

安定であった。このような背景から、2008

年に始まった不正会計は、不正発覚に至る

まで続いた。2008年から 2014年にかけて

の不正会計の総額は 1562億円にのぼり、

税引き前利益を 3割以上かさ上げしていた

ことになる。不正会計の手段としては、バ

イセル取引(※1)を利用した利益のかさ上

げ、工事進行基準(※2)での会計処理にお

ける原価の不正な見積もり、期末在庫の水

増しが指摘されている。また、この不正会

計は 2014年末、金融庁の証券取引等監視

委員会に、一通の内部通報(※3)がとどい

たことにより発覚した。通報内容は、東芝

のインフラ事業で、損益の計上をめぐって

不正会計の疑いがあるという東芝関係者か

らの指摘であった。 

 さらに、子会社のウエスチングハウス

(以下 WH)(※4)の減損処理(※5)に関して

も、問題が指摘されている。東芝が 2006

年約 6000億を投じて買収した米原子力大

手、WH は、2011年に起きた福島の原発事

故の影響を受けて原発関連の受注が落ち込

み、不調に陥っていた。WHの不振を隠す

ため、2013年度第 2四半期、発電所の追
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加工事に伴う原価増について、WHの見積

もった 3億 8500万ドルを東芝は認めず、

6900万ドルで処理した。WHは単体決算で

2012年度に 9億 2600万ドル(約 762億

円)、2013年度に約 4億ドル(約 394億円)

を減損処理したが、東芝は WHの減損を連

結財務諸表に反映させなかった。その際、

WH の減損を開示していなかったことが、

適時開示基準の違反に該当している。 

 東芝の不正会計発覚後、アドバイザーで

あるデロイトトーマツにも批判の目が向け

られている。WHの不振を東芝の連結決算

に反映させないようにするためには、WH

の資産価値や将来収益を算定し、のれんの

価値が適正かどうかを判断する「減損テス

ト」をクリアする必要がある。しかし、財

務部はデロイトトーマツの助言を受け、減

損テストを引き延ばすことで、東芝の

2014年 3月期連結決算の減損処理を見送

っている。また、デロイトトーマツは WH

の減損処理だけでなく、バイセル取引にお

いても助言を行っていた。2014年 2月に

東芝社内で配布された「PC事業の対策残

処理の件」という資料には、「デロイトに

会計・税務面の留意事項等の意見を聞いた

うえで実行案をまとめる」と記載されてい

る。新日本監査法人にありのままを説明す

ると「損失処理が確定」(同)してしまうた

会社名 東芝(英語表記名:TOSHIBA CORPORATION) 

本社所在

地 

〒105-8001 東京都港区芝浦 1-1-1(東芝ビルディング) 

創立 1875年 7月 

資本金 2,000億円 

株主数 366,030人 

売上高 4兆 8708億円(2017 年 3月期)(連結) 

2兆 6154億円(2017 年 3月期)(単独) 

従業員数 153,492人(2017年 3月期)(連結) 

事業概要 エネルギー事業(大型発電設備、再生可能エネルギー、送配電•蓄電) 

社会インフラ事業(公共インフラ、ビル•施設/オフィス•店舗、鉄道産

業システム) 

電子デバイス事業 

デジタルソリューション事業 

表 4-1 東芝 企業概要  

出典:株式会社東芝 HP(https://www.toshiba.co.jp/about/top_j.htm )より谷本ゼミが作成 

https://www.toshiba.co.jp/about/top_j.htm
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め、東芝経営陣はデロイトに事前相談する

ことにしていた。本節では、このことを組

織不祥事と捉え、組織文化の観点から分析

していく。 

②コンプライアンスに関する諸制度の整備

状況 

東芝は、2004年より CSR(企業の社会的

責任)に関する説明責任を果たすという観

点から、毎年 CSRレポートを公表してい

る。不祥事発覚前の 2014年に発行された

CSRレポートより、東芝にどのようなコン

プライアンスの制度が設けられていたか述

べていく。 

⑴倫理綱領(行動基準)の制定・公布 

〈東芝グループ行動基準〉 

東芝では、経営理念と経営ビジョンを具

体化し、公正、誠実で透明性の高い事業活

動を行うとともに、持続可能な社会の形成

に貢献する企業であるための行動指針とし

て「東芝グループ行動基準」を定めてい

る。「東芝グループ経営理念」を具体化し

た「東芝グループ行動基準」の徹底をコン

プライアンスの基本としている。 

⑵遵守体制 

 図 4-1は、東芝のコンプライアンス遵守

体制を示したものである。 

〈リスク・コンプライアンス推進体制〉 

カンパニーにおいては「技術・生産コンプ

ライアンス委員会」「営業コンプライアン

ス委員会」「情報セキュリティ委員会」を

設け、それらを統合する「リスク・コンプ

ライアンス委員会」をコーポレートスタフ

部門に設置している。さらに、各部門が連

携してコンプライアンス違反の予防や再発

防止についてきめ細やかに検討することを

通じて、リスク・コンプライアンスマネジ

メントの強化を図っている。 

〈コンプライアンス教育〉 

「東芝グループ行動基準」に関する教育を

はじめとする各種コンプライアンス教育に

 

図 4-1 東芝リスク・コンプライアンス推進体制  

出典）株式会社東芝 CSRレポート 2014より谷本ゼミ作成 
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ついて、新入社員研修を含む階層別教育、

職種別教育、経営幹部セミナーに取り入れ

ているほか、全従業員を対象とした e-ラ

ーニングなども継続して実施している。海

外においても、①欧州現法向けに、競争法

及び贈収賄に関する e-ラーニング教育、

②中国現法向けに、独禁法及び贈収賄の他

社事例、リスク管理のポイント解説などに

関する教育、③アジア現法向けにコンプラ

イアンス教育などをそれぞれ実施してい

た。 

⑶フォローアップ体制 

〈コンプライアンス状況の点検・監査〉 

各種コンプライアンス徹底施策の実施状況

を把握するにあたり、コンプライアンス担

当部門は、経営監査を実施する経営監査部

と定期的に情報交換を行い、経営監査の実

効性向上を図るとともに、監査結果を施策

に反映している。 

〈従業員アンケート〉 

東芝では毎年、「東芝グループ行動基準」

に関する従業員アンケートを実施し、コン

プライアンス意識向上施策の立案などに活

用している。 

以上より、東芝にはコンプライアンスに関

する制度や体制が設けられていたといえ

る。 

③不祥事に関わる文化の特定 

(1)不祥事に関わる文物を特定する。 

3章で提示したフレームワークに沿っ

て、まず不祥事に関わる文物を特定する。 

a.権限を持つ人との関係の堅苦しさ、決定

の下し方 

・1998年からシックスシグマを中核に据

えた経営変革が行われた。企業文化・風土

の変革に重点を置いた取組みがなされ、シ

ックスシグマの特徴を生かしたトップダウ

ンを強く意識した専任指導者体制、トップ

からの一貫教育が行われた。この経営改革

により、それまでの現場からのボトムアッ

プによる品質改善の取組みや、自発的な職

場の活性化が風化したといえる。このこと

が決定の下し方にも影響を及ぼしたといえ

る。 

b.会合(頻度、進め方、タイミング) 

・コーポレートの社長がカンパニー社長

(以下 CP)(※6)と面談する、通称「社長月

例」というものが行われており、その中で

達成不可能な目標を強いられることもあっ

た。2015年に行われた社長月例では、

佐々木社長がパソコンやテレビ事業を運営

する、デジタルプロダクツ・サービスに対

し、同社が出した修繕目標を認めなかっ

た。1週間後に再度社長月例が行われ、

佐々木社長は同社に 3日間で 120 億円の収

益改善を求めていた。 

・監査委員会は、内部監査部門である経営

監査部と連絡会を毎月 2回開いていたもの

の、財務・経理に関する監査を担当する常

勤の監査委員は実質的に 1名しか存在せ

ず、3名の社外監査委員のなかには財務・

経理に関して十分な知見を有しているもの

はいなかった。 

c.コミュニケーション 

・1998 年のトップダウンによる経営改革

の推進以降、徐々に目標を課すトップと現

場とのコミュニケーションが希薄になって

いったと考えられる。このことが一方通行

の上意下達なコミュニケーションを促進さ

せたといえる。 

・部門間におけるコミュニケーションにつ

いて、経理部門と現場部門の関係性におい
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てもコミュニケーションの不足が現れてい

る。工場の経理は現場部門が算出する原価

を追認しシステムに登録するのが経理部門

の役目であったため、エンジニアが原価を

ごまかすと経理は見抜けなかったのであ

る。 

d.仲間うちの言葉 

・社長月例において課される達成不可な目

標は「チャレンジ」(※7)という言葉で表

されていた。この「チャレンジ」という言

葉は 1965年から 1972年の間に社長を務め

た土光敏夫によって、導入されたものであ

る。しかしながら導入された当時の意味合

いは、現場に権限を委譲する代わりに、報

告を随時適切に行う責任があり、その報告

を受けるのに加えて、積極的に現場に関わ

り、アドバイスを行うというものであり意

味合いが大きく変化したといえる。 

e.儀礼、慣習 

・1998年からの経営変革において行われ

たシックスシグマの特徴は、明確な評価を

実施し、それを公表することである。そこ

で 3つの評価軸が取り入れられ、コストを

いかに削減させたか、将来得られる見込み

額などのセービング効果を金額換算し、社

長出席のリーダーシップ大会にて、目標額

公表することが求められるようになった。

カンパニーごとに表彰が行われたため、カ

ンパニーごとに利益を競いあう慣習が生ま

れたといえる。 

・1999年に内部監査部門として経営監査

部を設置するが、主として行っている業務

は、各カンパニーなどにおいて行われてい

る「経営」のコンサルタント業務(業務監

査の一部)であった。 

・2010 年には「成果主義重視の企業文

化」に基づいて「ポジションリンク年俸

制」が導入された。役職員に導入されてい

る業績評価制度の原型であるが、担当部門

の期末業績に応じて職務報酬の 40％から

50％が 0倍から 2倍で評価されるものであ

る。このような業績評価の存在が各カンパ

ニーにおける達成不可能な目標の設定など

を動機づけた原因と考えられる。 

(2)標榜された価値観を考察する。 

経営理念や経営ビジョン、トップの発言か

ら、東芝の標榜された価値観を探る。 

 

〈経営理念〉 

東芝グループは、人間尊重を基本

として、豊かな価値を創造し、世界

の人々の生活・文化に貢献する企業

集団を目指します。 

1．人を大切にします。 

2．豊かな価値を創造します。 

3．社会に貢献します。 

 

〈東芝グループ経営ビジョン〉 

一人ひとりが目的達成への強い意

志と実行力を持ったプロとして、

今、行動する。イノベーションへの

新たなる挑戦『実行』 

〈チャレンジ導入時の東芝社長の発

言〉(※8) 

 

土光社長によると 

「権限を委譲されたら、報告を随時適切に

行う責任がある。と同時に、われわれも、

報告を待っているだけなしに、積極的に接

触する。命令はしないが、接触はする。そ

れで不十分と思えば、アドバイスもする。
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これがチャレンジ。」とのことで、チャレ

ンジ導入時に存在していた価値観は、現場

に権限を与えることで、成長していくとい

うものであった。 

 

〈部署間における人事異動についての西室

社長の発言〉(※9) 

部署間における望ましい人事異動と

して「事業本部、事業部、部、課、

係といった並びに固執せず、できる

限りフラットな組織にしたい。」と

述べており、部門をまたいだ人事異

動が望ましいとされている。 

 

〈コーポレート・ガバナンス報告書(2013

年 7月 10日発行)〉 

コーポレート・ガバナンスの方針 

 東芝は、経営の効率性、透明性を

向上させ、株主の立場に立って企業

価値を最大化することをコーポレー

ト・ガバナンスの基本的な方針、目

的としています。  

 

〈CSRレポート 2014〉 

東芝のガバナンス体制 

東芝は、委員会設置会社として経

営の機動性の向上、経営の監督機能

の強化、透明性の向上をめざしてい

ます。 

 

(3)標榜された価値観と不祥事に関わる文

物を比較する。 

(2)であげた標榜された価値観と、(1)で特

定した不祥事に関わる文物を比較し、生じ

ている不一致を挙げる。 

・経営理念で「1.人を大切にします。」と

掲げている。 

一方で、a.権限を持つ人との関係の堅苦し

さ、決定の下し方より、トップダウンによ

る経営改革の推進が進められた結果、c.コ

ミュニケーションより、トップと現場の間

に溝が生まれた。決定は一方通行の上意下

達となり、部下の意見が聞き入れられるこ

とがなかった。 

・チャレンジ導入の目的を土光社長は「権

限を委譲されたら、報告を随時適切に行う

責任がある。と同時に報告を待っているだ

けなしに、積極的に接触する。命令はしな

いが、接触はする。それで不十分と思え

ば、アドバイスもする。」と述べていた。 

一方で b.会合(頻度、進め方、タイミン

グ)より、「社長月例」にて達成不可能な

目標を強いられていた。 

・部署間における望ましい人事異動につい

て西室社長は「事業本部、事業部、部、

課、係といった並びに固執せず、できる限

りフラットな組織にしたい。入社してから

十年ぐらいはあまり部門間移動はないが、

そこから先はむしろ積極的に異部門体験を

してもらう」と述べていた。 

一方で c.コミュニケーションより、部

署間でのコミュニケーションが希薄になっ

ており、経理部門と現場部門の関係性にも

問題があった。工場の経理は現場部門が算

出する原価を追認しシステムに登録するの

が経理部門の役目であり、エンジニアが原

価をごまかすと経理は見抜くことができな

い。また、人事異動は事業部ごとに行われ

るため、財務・経理部門に配属されると、

退社まで他部署への異動がなく、他の従業

員の財務・経理部門の不正な会計処理に気
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づいても、実際にこれを指摘・是正するの

は困難である。経営監査部には将来の事業

部長候補が在籍し、キャリアパスの役割を

持っていた。 

・部署間における望ましい人事異動につい

て西室社長は「事業本部、事業部、部、

課、係といった並びに固執せず、できる限

りフラットな組織にしたい。入社してから

十年ぐらいはあまり部門間移動はないが、

そこから先はむしろ積極的に異部門体験を

してもらう」と述べていた。 

一方で e.儀礼・慣習より、「成果主義

重視の企業文化」に基づいて導入された

「ポジションリンク年俸制」は、従来は社

内資格と個人業績で構成されていた賞与

を、担当部門の業績で決めるというもので

あった。3つの評価軸＝セービング効果を

金額換算し、社長出席のリーダーシップ大

会にて、目標額を各カンパニー・事業部ご

とに公表し、指標化して取組む。コーポレ

ート及びカンパニー単位で表彰制度があ

り、その結果事業部ごとに業績を競い合う

慣習が生まれたと推測される。 

(4)(3)で分析した不一致が何によってもた

らされているかを特定し、組織文化を特定

する。 

以上分析した不一致から、以下の 4つの

文化を特定する。 

Ⅰ人を大切にするという理念を掲げなが

ら、コミュニケーションは上意下達で、従

業員を大切にできていない、という不一致

より、 

「上位下達式の決定通達がなされ、部下の

意見は聞き入れられない文化」 

Ⅱ権限を委譲する代わりに報告をしてほし

い、という意味合いのチャレンジが、達成

可能な目標を強いる意味合いへと変化して

しまった、という不一致より、 

「修繕目標を提出しても認められず、達成

不可能な目標を強いられる文化」 

Ⅲできる限りフラットな組織にしたいと掲

げていながら、部署間における人事異動制

度が部署間のコミュニケーションの妨げ

や、交流がないがゆえに部署における役割

の機能不全につながっていた、という不一

致より、 

「部署間での人事異動が少なく、部署間で

交流が行われない文化」 

Ⅳできる限りフラットな組織にしたいと掲

げていながら、コスト削減などの目標を金

額換算し、評価は担当部門の業績で決ま

り、各カンパニー・事業部ごとに公表して

いた、という不一致より、 

「各カンパニー・事業部ごとに成果を競い

あい、担当部門における利益追求をする文

化」 

④その文化がどのように不正を引き起こす

ように働いたのか 

 ③で特定した組織文化が、どのように不

正を引き起こすように働いたのかを、⑶で

示した視点で分析する。 

Ⅰ「上位下達式の決定がなされ、部下の意

見は聞き入れられない文化」 

Ⅱ「修繕目標を提出しても認められず、達

成不可能な目標を強いられる文化」 

Ⅲ「部署間での人事異動が少なく、部署間

で交流が行われない文化」 

Ⅳ「各カンパニー・事業部ごとに成果を競

いあい、担当部門における利益追求をする

文化」 

Ⅰ「上位下達式の決定がなされ、部下の意

見は聞き入れられない文化」 
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 東芝では、社長から経営トップ、経営ト

ップから CP、CPから事業部長といった、

上位下達式の決定がなされていた。社長の

意向が全社に浸透しやすい仕組みになって

いた。 

 経営危機に際し、社長は「集中と選択」

を強く推し進め、達成不可能な数値目標を

カンパニーに課す「チャレンジ」を行っ

た。チャレンジを課された部下は、達成不

可能であるということを訴えるが、このよ

うな声が聞き入れられることはなく、達成

できなければその事業を売却するといった

プレッシャーをかけられた。 

 会計処理を行う経理部では、経理規定な

どにおいて定められた明文上のルールに基

づく会計処理を行う前に、順次、CP・事業

部といった上司の承認を求め、その承認が

得られなければ実行できないという事実上

のルールが存在していた。CP・事業部長は

必達目標を達成できなかったという報告を

上司にするわけにはいかず、 収益改善を

示すことのできない報告は認めなかった。

経理部は不正な会計処理のまま報告せざる

をえず、適切に機能しなかった。 

 経営監査部は本来、コーポレート部門、

カンパニー、分社会社及び関係会社に対す

る監査をつかさどる部署であった。しかし

社長が所管していたこともあり、社長の意

向に反すると考えられる事項については指

摘することができず、会計監査の観点から

の業務は行っていなかった。よって不正会

計を指摘することはなかった。 

Ⅱ「修繕目標を提出しても認められず、達

成不可能な目標を強いられる文化」 

東芝では、各カンパニーや子会社のトッ

プが社長に業績の進捗を報告する場として

「社長月例」と呼ばれる場を設けていた。

社長月例において、CPや事業部長らが経

営実態を報告し修繕目標を提出する。社長

が修繕目標に納得しない場合には、CPや

事業部長らを厳しく叱責し、Ⅰで述べたよ

うな達成不可能な目標を課す「チャレン

ジ」を行った。CPや事業部長らは社長か

らの叱責を避けるため、利益水増しに手を

染めざるをえない状況に追い込まれ、Ⅰで

述べた経緯で不正をチェックする部署が適

切に機能しなかった。 

Ⅲ「部署間での人事異動が少なく、部署間

で交流が行われない文化」 

東芝では、財務部・経理部に配属される

と、退職まで他部署に異動させられること

はなかった。財務・経理部門間で人事ロー

テーション(※10)が行われていたため仲間

意識が生まれやすく、他の従業員の不正な

会計処理に気づいても指摘・是正するのは

困難であった。 

 したがって、財務部・経理部では不正を

チェックする機能は無機能化していた。 

Ⅳ「各カンパニー・事業部ごとに成果を競

いあい、担当部門における利益追求をする

文化」 

社長・経営トップは各カンパニーに目標達

成を強く迫り、業績不振のカンパニーに対

しては、当該担当カンパニーの事業の撤退

を示唆していた。このようなプレッシャー

をうけて、CPや事業部長らは事業の存続

をかけて躍起となり、いかなる手段を使っ

てでも収益を改善させようとした。 

 経理部は、目標達成に必死である CPや

事業部長からの指示などにより、不正な会

計処理を行わざるをえなかった。 
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〈富士フイルムホールディングス株式会

社〉〈富士ゼロックス株式会社)〉 

①不祥事の概要 

 次に、富士フイルムホールディングス

(以下、富士フイルム HD)及び富士ゼロッ

クス株式会社(以下、富士ゼロックス)につ

いての事例分析を行う。表 4-2は、富士フ

イルム HD、表 4-3は富士ゼロックスの企

業概要を示したものである。 

 不祥事の事実確認をするにあたり、初め

に富士フイルム HDグループ会社の関係性

を示す。図 4-2は、今回の一連の不祥事に

関わる各企業の関係性を示したものであ

る。 

2017年 6月、富士フイルム HDが設置した

第三者委員会によって、傘下の富士ゼロッ

クスの販売子会社である富士ゼロックスニ

ュージーランド(以下、FXNZ)と富士ゼロッ

クスオーストラリア(以下、FXAU)における

不正会計によって 2011年 3月期～2016年

3月期の決算において合計 375億円の損失

が発生したことが明らかになった。第三者

委員会の調べによると FXNZや FXAUにおい

て、複写機などのリース契約で問題のある

取引・会計処理を行っていたという。具体

的な内容は以下の通りである。 

 

 

会社名 富士フイルムホールディングス株式会社(英語表記名:FUJIFILM Holdings 

Corporation) 

本社所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂 9丁目 7番 3号 

設立 1934年 1月 20日 

富士フイルムホールディングス株式会社は、2006年 10月 1日付けで「富

士写真フイルム株式会社」から商号変更し、「富士写真フイルム株式会

社」の事業は事業会社「富士フイルムホールディングス株式会社」が継承

した。 

資本金 40,363百万円(2017年 3月 31日現在) 

売上高 23,222億円(2016年度)(連結) 

従業員数 78,501名(2017年 3月 31日現在)(連結) 

事業概要 イメージングソリューションやドキュメントソリューションの開発、製

造、販売、サービス 

表 4-2 富士フイルム HD 企業概要  

 出典)富士フイルム HDHP (http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/factsheet/index.html より谷

本ゼミ作成 

http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/factsheet/index.html
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(1)顧客との契約時におけるサービ

ス利用想定量を過大に計上した。 

(2)リース契約期間満了時における

リース資産の見積売却価格を過大に

見積もることで、売上を過大に計上

した。 

(3)リース契約期間満了前に契約を

更新し、その際に過去の売り上げを

取り消さずに、新たな売り上げを計

上した。 

(4)リース契約獲得のための販促費

用相当額を売り上げに加算し、同額

をリース債権に計上した。 

(5)競合他社のリース契約を奪取す

るために、競合他社の契約残債務を

FXNZが引き受けていたが、当該引

受額に相当する金額を売上に加算

し、同額をリース債権に計上した。 

 以上に述べた不正な取引・会計処理は

2009年頃から FXNZの取締役社長ネイル・

ウィッタカー氏のもとで行われていた。ウ

ィッタカ－氏は上記の会計処理により売上

高を水増しし、多額の報酬を得ていた。富

士ゼロックスのアジア・パシフィック営業

本部(以下、APO)が 2009年と 2014年の 2

度の内部監査部において FXNZにおける不

正の可能性を指摘していた。しかしこれら

の両年の内部監査の指摘は APO経営陣によ

って隠蔽され、この不正が明るみに出るこ

とはなかった。結果、FXNZ及び FXAU にお

いて以上に述べたような不正な取引・会計

が 2015 年まで続くこととなった。2015年

7月にこのような不正会計が FXNZで行わ

会社名 富士ゼロックス株式会社(英語表記名:Fuji Xerox Co., Ltd.) 

本社所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂九丁目 7番 3号 

創立 1962年(昭和 37年)2月 20日 

富士写真フイルム株式会社と英国 ランク・ゼロックス社(Rank 

Xerox:1997 年 10月 31日に Xerox Limited へ商号変更)との合弁会

社 

資本金 200億円 

株主 富士フイルムホールディングス株式会社 (75%) 

ゼロックス・リミテッド (25%) 

売上高 1兆 809 億円(2017年 3月期)(連結) 

従業員数 47,357 名(2017年 3月期 連結) / 8,172名(2017年 3月期 単独) 

事業概要 オフィス用複写機・複合機、プリンタなどの製造・販売など 

表 4-3 富士ゼロックス 企業概要 

出典)富士ゼロックス HP(https://www.fujixerox.co.jp/company/profile/)より 谷本ゼミ作成 

https://www.fujixerox.co.jp/company/profile/
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れているとの旨を示した匿名の内部告発メ

ールが富士ゼロックス吉田副社長及びアメ

リカのゼロックス社(以下、米ゼロックス)

幹部に対して送られた。この内部告発メー

ルによって APO内部監査部では調査が実施

され、その不正会計の存在が一部の富士ゼ

ロックス幹部の中で明るみになったが、富

士ゼロックスの副社長や専務は「問題ない

と書け」と、この問題の隠ぺいを指示し、

富士フイルム HD経営陣には適切な情報を

報告することはなかった。その後 2016年

9 月ニュージーランドの現地メディアが

FXNZの不正を報道する。これを機にイギ

リスの捜査機関がこの一件に対し富士フイ

ルム HDに問い合わせたが、富士フイルム

HD 助野健児社長に対して富士ゼロックス

副社長吉田晴彦氏は「不正会計の事実はな

い」と報告し、専務もこれに加担して隠ぺ

いが行われた。その後も、富士フイルム

HD や、富士ゼロックス社長への報告は不

十分・不適切なものが続いた。こうした状

況の中、あずさ監査法人が富士ゼロックス

に不正が存在する可能性を指摘し、2017

年 3月に社内調査委員会を立ち上げ、つづ

く 4月に、第三者委員会を設置し調査が行

われたことで冒頭のような不正会計が公に

明るみになった。  

FXNZ取締役社長であったウィッタカ－

氏は、2015年に FXAUに異動になった後で

も FXAU でインセンティブシステム(※11)

を使い同様に不適切な会計処理を行い、多

額のボーナスを得ていたことが判明してい

る。FXNZにおいても FXAUにおいても、ウ

ィッタカー氏が取締役社長に就任していた

際に、インセンティブシステムを原因とし

た不適切会計が行われていたということで

ある。以上から、今回の不適切会計は、ウ

ィッタカー氏の金銭的欲求により行われて

いたといえる。ここで 3章における「個人

的な不祥事」、「組織的な不祥事」の分類

から考えると、個人の金銭的欲求を原因と

する企業不祥事は「個人的な不祥事」に分

 

図 4-2 不祥事に関連する会社の株式保有状況 

出典)富士ゼロックス第三者委員会「富士ゼロックス第三者委員会報告書」より谷本ゼミ作成 
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類されると推測される。つまり、この富士

ゼロックスの不祥事の発端は個人的な不祥

事であったということである。しかし、こ

の不適切会計が、内部監査による指摘や匿

名の内部告発が行われたにも関わらず、富

士ゼロックスの一部幹部によって組織的に

隠蔽され続けた。その結果、不適切な会計

処理は、日常的に繰り返され、長い間明ら

かになることはなかった。本節では、この

ことを組織的な不祥事を捉え、組織文化の

観点から分析していくこととする。 

②コンプライアンスに関する諸制度の整

備状況 

 富士フイルム HDは 2007 年からサスティ

ナビリティレポートを公表している。ま

た、富士ゼロックスも、2004年からサス

ティナビリティレポートを公表している。 

 不祥事発覚前の 2016年度に発行された

富士フイルム HDと富士ゼロックスのサス

ティナビリティレポートとホームページよ

り、2社にどのようなコンプライアンスの

制度が設けられていたかを、3章で提示し

たフレームワークからみていく。 

⑴ 倫理綱領(行動基準)の制定・公布 

 富士フイルム HDは、2007 年に「富士フ

イルムグループ行動規範」を制定した。 

 

〈富士フイルムホールディングス行動規範

-コンプライアンス宣言〉 

わたしたちは、事業活動のあらゆる

局面において、コンプライアンスを

重視し、新たな価値創造に挑戦しま

す。ビジネスの利益や他者からの要

求がコンプライアンスと衝突すると

きは、コンプライアンスを優先しま

す。“オープン、フェア、クリア”

の精神で臨む、それがわたしたちの

基本です。 

 

 富士ゼロックスは、2004年度に以下の

日本国内の関連会社共通の倫理・コンプラ

イアンス行動指針を制定した。 

 

1. 倫理やコンプライアンスに照

らして問題のある活動には関

与しない。 

2. 違反、逸脱、過失などは率直

に認め、すみやかに是正措置

と再発防止措置を講じる。 

3. 組織における役割、責任、お

よび権限、ならびに情報の伝

達経路を明らかにする。 

4. すべての役員従業員などに対

して十分な教育と厳格な評価

を継続して行う。 

5. 実施方針とガイドラインにも

とづき、すべての対象組織に

おいて毎年度、適切な自己監

査を行う。 

6. 倫理・コンプライアンスの維

持・向上を経営の優先課題と

して活動に取り組む。 

 

 なお、これは 2016年度に適用範囲が海

外にまで広げられている。例として、FXNZ

のホームページには、以下のように明記さ

れている。 

 

”Basic Policy of Ethics and 

Compliance”、”We confirm our 

commitment to the Fuji Xerox 

basic policy for ethics and 
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compliance”.(訳:富士ゼロックス

の倫理・コンプライアンス基本方針

へのコミットメントを遵守しま

す。) 

⑵遵守体制 

 富士フイルム HDは、コンプライアンス

活動について、富士フイルム、富士ゼロッ

クスの両事業会社を中心に、国内外の関係

会社を含めてグループ一丸となって推進す

ると述べている。図 4-3は、富士ゼロック

スのコンプライアンス遵守体制について示

したものである。 

〈企業倫理担当部署〉 

 法務担当の専務執行役員を委員長とし、

研究・技術開発・商品開発・生産・営業担

当の各執行役員、人事・総務・経営監査・

CSR担当の各部長、国内関連会社(2社)の

役員、顧問弁護士が委員を務める、倫理・

コンプライアンス委員会が存在する。2003

年度に設置された。事務局は法務部が担当

し、定期的に開催されている。企業倫理・

コンプライアンスに関係する重要な施策の

企画・導入・フォローは原則としてこの倫

理・コンプライアンス委員会で審議され

る。 

〈倫理・コンプライアンス教育〉 

 2009 年度から富士ゼロックスおよび国

内関連会社において、ハラスメント防止教

育を含む行動規範教育を、eラーニングに

より毎年実施している。この教育は、行動

規範の理解を深めることによって、従業員

の倫理・コンプライアンス意識を高めるこ

とを目指している。 

⑶フォローアップ体制 

〈モラールサーベイ〉 

 1978年に従業員の意識調査である「モ

ラールサーベイ」を、富士ゼロックス単独

で開始し、その後、国内の関連・販売会社

でも実施している。 

以上より、富士フイルム HD及び富士ゼ

ロックスには倫理綱領の制定・公布、遵守

体制、フォローアップ体制それぞれに該当

する行動規範や部署、取組みがあり、コン

 

図 4-3 富士ゼロックスの倫理・コンプライアンス推進体制 

出典)富士ゼロックス HPをもとに谷本ゼミ作成 
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プライアンスに関する制度や体制が設けら

れていたといえる。 

③不正を正当化させた文化の特定 

⑴不祥事に関わる文物を特定する  

 3章で提示したフレームワークに沿っ

て、まず不祥事に関わる文物を特定する。 

a.権限を持つ人との関係の堅苦しさ 

・富士写真フイルム(当時の企業名、以下

富士写真)と富士ゼロックスの事業面での

関連性が弱いこともあり、富士ゼロックス

は創業時から富士写真から独立した形で経

営を行ってきた。富士ゼロックスと富士フ

イルムおよび富士フイルム HDの関係は疎

遠になったが、これが功を奏して、富士ゼ

ロックスは富士フイルムの業績が低迷して

いた時期も、富士フイルム HDの稼ぎ頭と

して支えるほどに成長した。 

・富士ゼロックスは技術面で米ゼロックス

とへの依存関係が深かった。もともと米ゼ

ロックスの販売子会社として設立された経

緯もあり、富士写真よりも米ゼロックスを

重視する傾向にあった。株式保有比率が富

士フイルム HD75%、米ゼロックス 25%に変

わった以降もこの傾向は変わらず、富士フ

イルム HDは軽視されてきた。 

・富士フイルム HDは、監査法人から富士

ゼロックスの会計処理の問題を指摘された

後、数回にわたって富士ゼロックスに要請

して報告を受けている。しかし、富士ゼロ

ックスが富士フイルム HDへの報告を必要

なものとみなしていないことや、富士ゼロ

ックスからの報告内容に富士フイルム HD

が納得しないことが相次いでいた。このよ

うな状況においても、富士フイルム HDは

富士ゼロックスに対して主体的に調査活動

を開始することはなかった。 

b.会合(頻度、進め方、タイミング) 

・FXNZ の取締役会の開催頻度は年 2回程

度だが、そのうちの 1回は年次計算書類の

承認の為の簡易的なものであり、実質的に

年 1回といえる状態であった。その取締役

会の内容も書類の承認程度で済まされ、業

務執行上の問題が議論される事はなかっ

た。  

・APOは内部監査部がすべての海外子会社

の監査を行う職務を有していた。しかし、

人員が 2名と少なく、また入れ替わりが激

しかったため、毎年の監査を行うことはで

きていなかった。FXNZでは物理的な距離

の問題もあり、2009年に行われた以降、

2014年に至るまで監査は行われていなか

った。 

・富士フイルム HDの事業報告として監査

計画に基づき、毎年 2回程度の富士ゼロッ

クス本社への監査及び毎年 10数社の関係

子会社への監査を行っていたが、この程度

の監査では十分ではなかった。また富士フ

イルム HD監査役 4名のほか、富士フイル

ム HD監査部内における監査役スタッフは

3名(うち 1名秘書)のみである。 

・2009 年に、APOの内部監査部において

FXNZにおける不正の可能性が指摘されて

いる。しかしこの指摘は APO経営陣によっ

て隠蔽され結果的にこの不正が明るみに出

ることはなかった。この不正が第三者によ

って正式に調査されるまでには 7 年の歳月

が要されている。 

c.決定の下し方 

・富士ゼロックス副社長・専務、APOによ

って FXNZ監査の報告と米ゼロックスへの

回答についての会議がなされた際、APOの

報告に対し、富士ゼロックス副社長は、監
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査法人からの指摘がないことを確認したう

えで、「まずは問題ないと書け。」と、隠

蔽の指示を出した。 

d.コミュニケーション 

・富士ゼロックスは海外子会社管理におい

て、物理的距離や風俗・習慣の違いを配慮

し、経営を現地に任せていた。富士ゼロッ

クス経営陣は本社から送り込んだ者をトッ

プに据えることはせず、マネジメント人事

部にも手を入れず、米ゼロックスグループ

の企業として行っていた経営手法を当面そ

のまま踏襲させていた。ニュージーラン

ド、オーストラリアの国々はアジア各国と

は文化も宗教も人種構成も大きく変わるた

め、それまでビジネスが上手く行っていた

ところへ「日本的経営」でいきなり介入す

ることで、現地でのビジネスに悪影響を及

ぼすことがないようにするためであった。 

e.仲間内の言葉 

・会計不祥事が行われていた頃、「売上高

1 兆円への回帰 もう一丁(兆)やるぞ！」

という社内目標が存在した。 

f.儀礼、慣習 

・富士ゼロックスにおいて、監査法人から

監査差異があると指摘されても、全てを受

け入れる必要はないという考え方があっ

た。また、自社独自の会計方針を優先すべ

きであるという認識や会計監査人に対して

必要以上に情報を提供する必要がないとい

う認識もあるなかで会計処理が行われてい

た。 

g.報酬 

・FXNZでは、社員の売り上げ達成に対す

るモチベーションを向上させるため、コミ

ッションやボーナスなどのインセンティブ

システムがあった。また、そのシステムは

標準ボーナスを算定する評価項目のうち売

上高の目標達成率が特に重視されていた。

実際に FXNZの取締役社長ウィッタカー氏

は 2010 年 4月から連続 48ヶ月で業績を達

成し、3回表彰されている。 

h.責任のシステム 

・APOに関しての富士ゼロックスへの報告

先は、本来は富士ゼロックス社長である。

しかし富士ゼロックス専務の指示により、

富士ゼロックス副社長及び専務に報告され

ていた。 

・FXAP の内部監査部は FXAPの CEOに直接

報告する立場にあるが、一時その報告先が

FXAPの CFO(最高財務責任者:Chief 

Financial Officer)になっていた。 

・FXNZ 社内外(富士ゼロックスを含む)の

報告ラインが取締役会ではなく取締役社長

ウィッタカー氏に直接報告しており、権限

が集中していた。ウィッタカー氏と富士ゼ

ロックス副社長・専務の間でのみ情報のや

りとりが行われ、富士ゼロックス社長への

情報はネガティブな情報を省いたものであ

った。 

i.意見の相違および対立 

・富士ゼロックス買収当初から、富士写真

との社風の違いが問題視されていた。自由

闊達な富士ゼロックスの社風と、鉄の結束

で集団行動を重視する富士写真の社風は正

反対のものであった。また、富士フイルム

HDよりも、米ゼロックスの方が、事業領

域が似ており関係が深く、75%の株式を保

持している富士フイルム HDを親会社とみ

ていない。これは、富士写真の祖小林節太

郎を父親に持つ小林陽太郎(富士ゼロック

ス会長)と、たたき上げの大西實富士写真

会長のライバル関係が背景としてある。 
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⑵標榜された価値観を考察する。 

 企業行動憲章や理念、事業報告書から、

富士フイルム HD及び富士ゼロックスの標

榜された価値観を探る。 

〈富士フイルム HD ビジョン〉 

オープン、フェア、クリアな企業風土と先

進・独自の技術の下、勇気ある挑戦によ

り、新たな商品を開発し、新たな価値を創

造するリーディングカンパニーであり続け

る。 

当社は、当社グループを取り巻く経営環

境・事業環境の変化に適応して、持続的な

成長と企業価値の向上を果たし、社会から

の要請と期待に応え、社会の持続的発展に

貢献します。そのために、迅速果断な意思

決定及び意思決定に基づく執行と監督を適

切に実施するための仕組みであるコーポレ

ート・ガバナンス体制の構築と充実に継続

的に取り組みます。  

〈富士フイルム HD 企業行動憲章〉 

経営トップは、本憲章の精神の実現が自ら

の役割であることを認識し、率先垂範の

上、社内・グループ企業に徹底するととも

に、取引先に対して周知させる。また、社

内外の声を常時把握し、実効ある社内体制

の整備を行うとともに、高い倫理観の涵養

に努める。本憲章に反するような事態が発

生したときには、経営トップ自らが問題解

決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因

究明、再発防止に努める。また、社会への

迅速かつ的確な情報公開と説明責任を遂行

し、自らを含めて厳正な処分を行う。 

 

〈富士ゼロックス 理念〉 

「存在する究極の意義は、利益を得

たり成長を継続したりするそれは非

常に重要なことではありますが、最

終的な目的を達成するための手段を

超えるものではありません。」 

 

〈富士ゼロックス 倫理・コンプライアン

ス基本方針〉 

1. 倫理やコンプライアンスに照

らして問題のある活動には関

与しない。 

2. 違反、逸脱、過失などは率直

に認め、すみやかに是正措置

と再発防止措置を講じる。 

3. 組織における役割，責任，お

よび権限、ならびに情報の伝

達経路を明らかにする。 

4. すべての役員従業員などに対

して十分な教育と厳格な評価

を継続して行う。 

5. 実施方針とガイドラインにも

とづき、すべての対象組織に

おいて毎年度、適切な自己監

査を行う。 

6. 倫理・コンプライアンスの維

持・向上を経営の優先課題と

して活動に取り組む。 

 

〈富士ゼロックス コーポレートガバナン

ス〉 

取締役会の機能を経営基本方針の決

定および業務執行の監督に絞り、併

せて執行役員制度を導入しました。

また、業務執行の監督を強化するた

め、取締役会の下部組織として役員

指名報酬委員会を設置しています。 

経営監査部は、当社の事業活動から

独立した立場で内部監査を主管する
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社長直属の部門です。経営諸活動全

般にわたる業務遂行状況および管理

状況を、遵法性、業務の有効性・効

率性および財務報告の信頼性の観点

から検討・評価し、これに基づいて

意見を述べ、内部統制システムの充

実および経営目標の効果的な達成を

支援しています。 

 

〈富士ゼロックス 事業報告〉 

「子会社における、財務状況及び経

営上の重要な意思決定及び情報につ

いて、子会社から当社に報告させる

体制の構築を推進する」 

 

〈FXNZ Basic Policy of Ethics 

and Compliance〉 

”We confirm our commitment to 

the Fuji Xerox basic policy for 

ethics and compliance.” 

(訳:富士ゼロックスの倫理・コンプ

ライアンス基本方針へのコミットメ

ントを遵守します。)  

 

⑶標榜された価値観と不祥事に関わる文物

を比較する。 

 (2)であげた標榜された価値観と、(1)で

特定した不祥事に関わる文物を比較し、生

じている不一致を挙げる。 

・富士フイルム HDはビジョンで「オープ

ン、フェア、クリアな企業風土」を謳い、

グループ全体として誠実かつ公正な事業活

動を行っていくことを表明している。ま

た、富士ゼロックスはコーポレートガバナ

ンス体制で、取締役会の機能を経営基本方

針の決定および業務執行の監督に絞ること

と、経営監査部は、当社の事業活動から独

立した立場で内部監査を主管する社長直属

の部門であることを述べている。FXNZ

も、富士ゼロックスの標榜する価値観に従

うことを表明している。 

一方で、a.権限を持つ人との関係の堅苦し

さより、富士ゼロックスは創業時から富士

フイルム HDから独立した形で経営を行っ

てきていた。このことは、i.意見の相違お

よび対立の、対照的な両社の社風も関係し

ている。富士ゼロックスと富士フイルム

HDの関係は疎遠になり、意思決定の際に

は富士ゼロックス自社の決定を絶対視する

ようになっていた。それは、f.儀礼、慣習

の富士ゼロックスにおいて監査差異を受け

入れる必要が無かったと考えが蔓延してい

たこと、自社独自の会計方針を優先すべき

だという考えが蔓延していたことからも読

み取れる。また、d.コミュニケーションよ

り、富士ゼロックスは物理的距離が離れて

いて、風俗・慣習が違う海外子会社の経営

は現地に任せていたが、「現地」である海

外子会社も、自社の決定を絶対視してい

る。このことは、b.会合(頻度、進め方、

タイミング)の FXNZの取締役会の開催頻度

の少なさや、内容を軽視していたことから

も読み取れる。わが国では会社法 363条に

より 3ヶ月に 1回以上の頻度で取締役会の

開催が義務づけられている事を考慮する

と、FXNZにおけるそれはかなり少ないと

言え、実質的に取締役会は機能していなか

った。実際、2009年に APOは内部監査部

において FXNZにおける不正の可能性を指

摘したが、APOの経営陣によって隠蔽さ

れ、富士ゼロックスに報告されることはな

かった。 



43 

 

・富士ゼロックスは事業報告や倫理・リス

クマネジメント方針において、子会社の財

務状況や経営上の重要な意思決定及び情報

について、子会社から当社に報告させる体

制の構築を推進し、組織における役割・責

任・権限及び情報の伝達経路を明らかにす

ることを謳っている。また FXNZにおいて

も、富士ゼロックスの倫理のコンプライア

ンス基本方針へのコミットメントをするこ

とを述べている。 

 一方で、c.決定の下し方より、不正会計

の可能性が発覚しても、富士ゼロックス副

社長個人の判断で、状況の把握責任を怠る

ような決断がなされたことがみて取れる。

また、h.責任のシステムより、APOからの

富士ゼロックス本社への報告先は社長では

なく、副社長及び専務にされていた。さら

に、FXNZ社内外(富士ゼロックスを含む)

の報告ラインは取締役会ではなく、FXNZ

取締役社長ウィッタカー氏に集中してい

た。 

・富士ゼロックスは理念において、「私た

ちが存在する究極の意義は、利益を得たり

成長を継続したりすることではない」と掲

げている。 

 一方で、e.仲間内の言葉より、不適切な

会計処理が行われていた時期、富士ゼロッ

クスでは売上高 1兆円への回帰を目指す、

「もう一丁(兆)」という社内目標があり、

売上利益を重要視する風潮があった。ま

た、g.報酬より、FXNZにおいて、社員の

売り上げ達成に対するモチベーションを向

上させるためのインセンティブシステムが

あった。そのシステムは標準ボーナスを算

定する評価項目のうち売上高の目標達成率

が特に重視されるものであった。 

・富士フイルム HDの企業行動憲章では、

「社内外の声を常時把握し、実効ある社内

体制の整備を行うとともに、高い倫理観の

涵養に努める。本憲章に反するような事態

が発生したときには、経営トップ自らが問

題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、

原因究明、再発防止に努める。」と掲げて

いる。また、富士ゼロックスの事業報告に

よると、「子会社における、財務状況及び

経営上の重要な意思決定及び情報につい

て、子会社から当社に報告させる体制の構

築を推進する」とある。 

 一方で、富士ゼロックスは、d.コミュニ

ケーションより、海外子会社管理におい

て、物理的距離や風俗・習慣の違いを配慮

し、経営を現地に任せ、介入しないように

していた。また、b.会合より、富士ゼロッ

クスおよび APOによる FXNZへの内部監査

は、人員、頻度ともに十分なものではなか

ったといえる。富士フイルム HDから富士

ゼロックスへの監査も、人員、頻度ともに

十分なものではなかった。さらに、a.権限

を持つ人との関係の堅苦しさより、調査会

社から指摘を受けて、富士ゼロックスに報

告を求めたが、詳細な回答は得られなかっ

た。しかし、富士ゼロックスからの報告内

容を信頼し、富士フイルム HDが独自に調

査を行うことはしなかった。  

⑷  ⑶で分析した不一致が何によってもた

らされているかを特定し、組織文化を特定

する。 

 標榜された価値観と不祥事に関わる文物

の不一致から、以下の 4つの文化を特定し

た。 

Ⅰオープン、クリアな企業風土を謳い、富

士ゼロックス子会社における重要な情報に
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ついて子会社から当社に報告させる体制が

とられていた。しかし、富士ゼロックスは

監査人からの指摘よりも自社の会計処理を

優先する体制をとり、FXNZ では取締役会

が権力を持たず、現地の業務執行者の権力

を牽制できていなかった。また、富士ゼロ

ックスも FXNZも親会社に対して適切な報

告を行うことを怠っていた。この不一致か

ら、富士ゼロックスと富士ゼロックス海外

子会社において、「親会社から自立して自

社・現地の経営方法、意思決定を絶対視す

る文化」があると考えられる。 

Ⅱ 富士ゼロックスは、子会社からの重要

な意思決定に対する情報を子会社から報告

させる体制を築き、その伝達方法を明らか

にすることを謳っている。しかし、富士ゼ

ロックスと FXNZとの間の会計処理に関す

る情報を含む重要な意思決定事項におい

て、取締役会ではなく、FXNZ取締役社長

ウィッタカー氏と富士ゼロックス副社長・

専務でやりとりが済まされていた。この不

一致から富士ゼロックスと富士ゼロックス

海外子会社において、「人的なつながりや

個人の裁量が優先される文化」があると考

えられる。 

Ⅲ 利益や成長を存在意義としないとする

一方、予算達成に向けた追い込みを行い、

売り上げ達成が個人の絶対的な評価基準と

なるインセンティブシステムが導入されて

いる。この不一致から、富士ゼロックスと

富士ゼロックス海外子会社において、「売

り上げ目標到達が重視され、プレッシャー

をかける文化」があると考えられる。 

Ⅳ 子会社の管理を謳う一方、富士ゼロッ

クス及び APOの内部監査は十分なものとは

いえず、十分に監査が出来ていなかった。

また、富士フイルム HDは毎年富士ゼロッ

クス対し監査を行っていたが、それも十分

といるものではなかった。また、取締役会

も年に 2度しか行われず、内容は内容の承

認程度であり、経営の意思決定に関する牽

制機能は無かった。このことから、富士フ

イルム HDと富士ゼロックスにおいて「子

会社経営に対して干渉しない文化」がある

と考えられる。 

④その文化がどのように不正を引き起こす

ように働いたのか 

(3)で特定した組織文化が、どのように不

正を引き起こすように働いたのかを、⑶で

示した視点で分析する。 

Ⅰ《富士ゼロックス(FX),FX海外子会社》

「親会社から自立して自社・現地の経営方

法、意思決定を絶対視する文化」 

 この文化により、富士ゼロックスと

FXNZにおいて、重要な情報であっても適

切な相手に十分な報告がなされることがな

かった。そのため、内部監査役による監査

機能や、取締役会による牽制機能が無機能

化された。 

Ⅱ《FX,FX海外子会社》「人的なつながり

や個人の裁量が優先される文化」 

 重要な意思決定情報でも、社長には報告

しなくても良い、また、都合がいい相手

(今回の場合は富士ゼロックス副社長、専

務)にのみ報告し、承諾がもらえればいい

という考えが FXNZに広がっていた。この

ような透明性に欠けた報告ラインのなか

で、FXNZ取締役社長ウィッタカー氏の権

力が暴走し、内部監査による監査機能や取

締役会による牽制機能が無機能化した。ま

た、富士ゼロックスでも、トップへ適切な
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報告がなされなかったことで、一連の事案

に対しての対応も遅くなった。 

Ⅲ《FX,FX海外子会社》「売上目標到達が

重視され、プレッシャーをかける文化」 

 富士ゼロックスと FXNZにおいて、売上

目標を達成することが重要視され、不都合

となる情報は報告されることはなかった。

監査報告書を修正するよう APOの総理部長

が出した指示は隠蔽に繋がり、内部監査制

度を無機能化させた。 

Ⅳ《富士フイルム HD(FH),FX》「子会社の

意思決定に干渉しない文化」 

 APOから FXNZへの内部監査制度や、富

士フイルム HDから富士ゼロックスへの内

部監査制度は存在していたが、実際には富

士ゼロックスと APO及び同社管轄下の子会

社との間、また富士フイルム HDと富士ゼ

ロックスとの間では、重要な情報すら共有

されなかった。情報共有に消極的なこと

で、監督や情報把握が不十分になり、事業

執行者を内部監査よりも重要視すること

で、内部監査による監査機能及び内部統制

制度・子会社管理制度が無機能化した。 

このようにして、4つの文化は、不祥事を

防ぐための制度を無機能化させたと考えら

れる。 

 

第 3節 結果 

 事例分析を行った二社から特定できた文

化は以下の通りである。 

【東芝】 

Ⅰ上位下達式の決定がなされ、部下の意見

は聞き入れられない文化 

Ⅱ修繕目標を提出しても認められず、達成

不可能な目標を強いられる文化 

Ⅲ部署間での人事異動が少なく、部署間で

交流が行われない文化 

Ⅳ各カンパニー・事業部ごとに成果を競い

あい、担当部門における利益追求をする文

化 

【富士フイルム HD、富士ゼロックス】 

Ⅰ《FX,FX海外子会社》親会社から自立し

て自社・現地の経営方法、意思決定を重視

する文化 

Ⅱ《FX,FX海外子会社》人的なつながりや

個人の裁量が優先される文化 

Ⅲ《FX,FX海外子会社》売上目標到達が重

視され、プレッシャーをかける文化 

Ⅳ《FH,FX》子会社経営に対して干渉しな

い文化 

そして、コンプライアンスに関する諸制度

が整っている企業でも、以上のような組織

文化が不祥事を起こすよう働いていたこと

が明らかとなった。 

 

第 4節 考察 

 第 2節、第 3節を通して、2社の不祥事

と組織文化の関係性をみてきた。まず、今

回文化の特定のフレームワークとして用い

た理論は、企業内部の人間に向けたもので

あるため、その点は留意しなければならな

い。そのうえで私たちは以下の考察を得

た。 

 企業の存続が脅かされるような事態にお

いて、組織文化が絶対的な価値判断基準に

なってしまった場合に、コンプライアンス

の諸制度を無機能化させてしまったのでは

ないかと考えられる。当初私たちは、不祥

事の原因となる組織文化と、好業績と結び
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つけられ組織の構成員の力を引き出す組織

文化は違うものであると考えていた。 

 しかしながら、事例分析を通して明らか

になったことは、不祥事の原因となる文化

も、好業績と結びつく文化も、特徴的には

同じものである場合があり、企業が置かれ

ている状況によって良く作用するか、悪く

作用するのかが変わるのではないか、とい

うことである。 

 例えば東芝の事例では、Ⅰ「上位下達式

の決定がなされ、部下の意見は聞き入れら

れない文化」は、組織の上司の意向が組織

全体に浸透しやすく意思決定が早くなると

いう点、Ⅱ「修繕目標を提出しても認めら

れず、達成不可能な目標を強いられる文

化」は、権限を委譲され、目標を提出する

ことで自主的な組織をつくることができる

という点、Ⅲ「部署間での人事異動が少な

く、部署間で交流が行われない文化」は、

その部署における専門性の高いプロフェッ

ショナルを育てることが出来るという点、

Ⅳ「各カンパニー・事業部ごとに成果を競

いあい、担当部門における利益追求をする

文化」は、利益を追求することは企業とし

ての使命であり、その達成に貢献すること

ができるという点で、メリットがあった。 

 ではなぜ、そのようなメリットを持つ組

織文化がコンプライアンスの諸制度を無機

能化させてしまっていたのか。それは、外

部環境・自社の問題によって発生した業績

悪化により、もともとは組織のマネジメン

トを効率化していた組織文化が、不正を推

し進めていたのではないかと考えられる。 

 例えば、東芝の映像事業における経費計

上などに係る会計処理が挙げられる。2007

年の金融危機により映像事業は業績不振に

陥り始める。2008年から 2010年にかけて

は、エコポイントの導入や、アナログから

地上波への移行に伴う買換需要が高まった

ことにより、売上は一時的に増加した。し

かし、その翌年の 2011年には、その反動

により市場規模が 5分の 1になったことに

加え、2010年販売分の品質補修費用が発

生したことにより、営業損失が 535億にま

で膨らんだ。この営業損失の膨張を受け

て、コーポレート社長から厳しい叱責や、

チャレンジによる達成不可能といえる目標

の達成が強いられた。こうした状況では、

映像カンパニーにおいては、あらゆる手段

によって、それを達成することが最優先さ

れた。そのため、不適切な C/Oの実施によ

る見かけ上の利益をかさ上げすることを前

提とした、業績管理上の数値が財務会計よ

りも優先されることとなってしまった。こ

の事態においてはそれぞれの文化が、上か

らの達成困難な目標の強制につながってい

たと推測できる。 

 また、富士ゼロックスの事例では、Ⅰ

「《FX,FX海外子会社》親会社から自立し

て現地の経営方法、意思決定を絶対視する

文化」においても、その文化自体にはメリ

ットが存在していたと考えられる。この文

化は富士ゼロックス創立当初から存在して

おり、外人役員や、富士写真からの社員を

一人も置かず、自社社員による経営を志向

し業績を上げてきたことから形成された。

国内の複写機市場が成熟する以前や、競合

他社よりも圧倒的な技術力をもっていた時

代は、その自社経営の絶対視は順調に業績

を上げることに好影響を与えていた。しか

し、国内市場の成熟、アナログからデジタ

ルへの世の中の変化が起き、業績が停滞す
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ると、自社経営の絶対視は悪い作用を及ぼ

し始めた。自社経営を絶対視するというこ

とは、牽制する役割である親会社の取締役

会の権力が弱く、監査機関の権力も弱いと

いうことだ。業績回復を目指していた富士

ゼロックス業務執行部は、牽制・監査機関

が弱まっていることを幸いに、自社の都合

の良いように経営し、たとえそれが法外で

あり非倫理的判断であったとしても決行

し、上層部や外に報告する際にはネガティ

ブな情報を省いた、最小限の共有に限って

いた。業績を上げようとした時の意思決定

では、倫理的配慮が後退する場合があると

いうこと、また、それを牽制・監査する機

関の権力が弱まっている時は、非倫理的な

意思決定も実行されてしまうということが

明らかになった。 

 つまり、企業の存続が脅かされる事態に

おいて、コンプライアンスを重視した組織

文化が存在していれば、コンプライアンス

は無機能化しないのではないかと考えられ

る。 

 事例分析の結果、不祥事が起こった状況

として、東芝は深刻な経営危機があり、富

士ゼロックスでは業績停滞があった。この

状況を、「企業の存続が脅かされたとき」

とする。 

 この状況において、東芝や富士ゼロック

スの社員は、不正会計自体やその隠蔽と、

社内のコンプライアンス制度の遵守、との

選択に迫られる。これは、不祥事につなが

る行動と、倫理的な行動の選択に迫られて

いるといえる。そこで、不祥事につながる

行動を優先させるのが組織文化である。組

織文化は、その企業の価値観であり、企業

の存続が脅かされたとき、組織文化は、企

業の人間に対して、その価値観が何よりも

大切であると思わせるものである。つま

り、組織文化が不祥事につながる行動を優

先する根拠となってしまったのである。以

上のように、「企業の存続が脅かされた

時、組織文化は不祥事に繋がる個人の行動

を優先させる根拠となってしまう」と考察

することができる。 

 組織文化はそもそも、「外部への適応や

内部統合の問題に対処する際に学習した、

グループ自身によって、つくられ、学習さ

れ、または発展させられた基本諸仮定のパ

ターン」であるとシャイン（E.H.SCHEIN）

は述べている。つまり、組織文化はある環

境に適応し、成功体験を重ねることで企業

に根づいたものだ。しかし、組織文化がい

くら今まで良く作用してきたとしても、こ

れから先も同じように良く作用するかは分

からないということ、業績悪化の際には、

企業不祥事の引き金となってしまうほど大

きな影響を持っているということ、を企業

経営者は留意するべきである。 

 

第 5節 事例分析の結論 

事例分析を通じて、リサーチ・クエスチョ

ン⑴に答えてきた。得られた結論は以下の

通りである。 

リサーチ・クエスチョン⑴:コンプライア

ンスに関する諸制度が整っていた企業で、

なぜ不祥事が起きたのか。 

結論:組織文化が、大きな原因となり不祥

事が起きた。企業の存続が脅かされる時

に、組織文化は、不祥事に繋がる組織内の

人間の行動を優先させてしまう。結果、コ
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ンプライアンスに関わる諸制度が無機能化

した。 

 以上が事例分析を通じて導き出した、不

祥事が起こる原因であり、現在の日本企業

のコンプライアンスの取組みにおける、問

題点といえる。 

 

脚注 

(※1)バイセル取引 

メーカーが部品などの加工を第三者（製造委託先）に委

託する際、いったん部品を委託先に販売し、委託先の加

工後、買い戻す取引を意味している。一般的には「有償

支給取引」というが、東芝は社内用語で「バイセル取

引」と称している。(2016/11/29 週刊エコノミスト) 

(※2)工事進行基準 

 長期的なプロジェクトにおける会計基準のうち、売上

を期毎に進捗度に合わせて分散計上する方式のこと。 

(※3)内部通報 

 企業・組織の従事者・従業員に会社内部の通報窓口に

問題を通報させること。(浜辺 2004) 

(※4)ウエスチングハウス(WH) 

  アメリカの原子力大手企業。東芝が 2006年に約 6000

億を投じて買収。 

(※5)減損処理 

 会計処理の一つ。資産に対して行った投資の回収が見

込めなくなった場合に、その分を損失として計上し、そ

の資産の帳簿価額を切り下げること。 

(※6)カンパニー社長(CP) 

 カンパニー制（企業内で、事業分野ごとに別の会社と

して分社する組織形態）を敷く企業における、各カンパ

ニーの社長。 

(※7)チャレンジ 

1965年から 1972年の間に社長を務めた土光敏夫によっ

て、導入された。現場に権限を委譲する代わりに、報告

を随時適切に行う責任があり、その報告を受けるのに加

えて、積極的に現場に関わり、アドバイスを行うという

ものである。しかし、不祥事発覚時は、社長が事業部長

らに一方的に達成不可能な数値目標を課すという意味合

いで使われていた。 

(※8)兼田 麗子，「土光敏夫と現代一人材観、経営観を

中心として」，『国際学研究』 ，『国際学研究』編集

委員会，2016 

(※9)西室 泰三，「編集長インタビュー 東芝社長 西室

泰三 "即断即決"への経営変革で経常利益ついに日立を

抜く」，『週刊ダイヤモンド』，ダイヤモンド社，

1997/01/04 号 

(※10)人事ローテーション 

 一定期間で人事異動を実施し、社員の職場を変える制

度。 

(※11) インセンティブシステム  

FXNZ・FXAUにおいて、売上達成率を重視して算定され

ていたコミッションやボーナスなどの仕組み。 
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第 5 章 日本企業に求められる

今後の取組み 

第 1節 本章の狙い 

 はじめに、前章までで、リサーチ・クエ

スチョン⑴の「コンプライアンスに関する

諸制度が整っていた企業でなぜ不祥事が起

きたのか」という問いをもとに明らかにし

てきた問題の原因を踏まえ、新たにリサー

チ・クエスチョン⑵を設定する。次に、リ

サーチ・クエスチョン⑵の問いに答えるこ

とで、企業がその問題を解決していく方法

について考えていく。 

 

第 2節 前章を踏まえた新たなリサー

チ・クエスチョンの設定 

 事例分析を通して、リサーチ・クエスチ

ョン⑴「コンプライアンスに関する諸制度

が整っていた企業で、なぜ不祥事が起きた

のか」という問いに対して、「企業の存続

が脅かされたときに、組織文化は倫理的な

行動よりも不祥事に繋がる個人の行動を優

先させてしまう」という答えを得た。 

 そのうえで、企業の存続が脅かされた時

に、組織文化が不祥事に繋がる個人の行動

を優先させないために、どのようにこの問

題を解決していくべきかを考えるために、

リサーチ・クエスチョン⑵として「組織文

化が、不祥事に繋がる個人の行動を優先さ

せないためにはどうすればよいか」という

問いを立て、考えていくこととする。 

事例分析から得た、「企業の存続が脅かさ

れた時に、組織文化は、不祥事に繋がる個

人の行動を優先させてしまう根拠とな

る。」という結論から、組織文化のもつ大

きな影響力を推測できる。この結論からい

えるのは、組織文化が組織における人々の

行動を左右していたということであり、組

織文化の持つ影響力は個人の行動に大きな

影響を与えるものだということである。 

 組織文化の持つ影響力がそれほど大きい

ものであれば、いくらコンプライアンスに

関する諸制度を設けても、組織内の人々は

組織文化により、非倫理的な行動をとって

しまう可能性が高いと考えられる。 

 つまり、生み出すべきは制度ではなく、

非倫理的な行動を取ることを優先しない、

という組織文化だということである。その

ような非倫理的な行動を優先しない組織文

化が倫理的な行動を推し進めることにな

る。 

この、非倫理的な行動をとることを優先し

ない文化を形成することが、リサーチ・ク

エスチョン⑵の「組織文化が不祥事に繋が

る行動を優先させないためにどうすればよ

いか」という問いの答えになる。 

 次の節から、具体的にどのようにしてコ

ンプライアンス重視の組織文化を形成する

のか述べていく。 

 

第 3節 コンプライアンス重視の組織文化

を形成するために 

 まず、コンプライアンス重視の組織文化

が形成された状態を、組織内の全員が、今

までには持っていなかったコンプライアン

ス重視の価値観を持っている状態と定め

る。 
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組織内の全員が同じ価値観を持つために、

その価値観が共有されていくプロセスが重

要になる。 

 そして、コンプライアンス重視の価値観

を共有する過程においては、留意しなくて

はいけない点がある。岩倉(2008)による

と、実際に組織文化を革新しようと動き出

すと、組織内にさまざまな「抵抗」「混

乱」「対立」といった、革新を阻む現象が

発生する。これらの現象に対処すること

が、留意すべき点として以下のように述べ

られている。 

 

(ア)変化に対応する「抵抗」の

管理 

一般的に、変化というものは未

知の状況を生み出し、これが組

織成員に先が見えないことに対

する不安を与え、自律感を失わ

せる。なぜなら、組織成員は現

在の「組織の構造」や「期待さ

れる役割」に合致するものとし

て自分自身の態度や技能、習慣

を作り上げてきたのであり、新

しい状況に再適合するために

は、これまで築き上げたものを

アンラーニング(学習棄却)しな

ければならないからである。ま

た、考え方の違いから自分の提

案している「革新」の方がはる

かに優れていると思う場合に

は、現在進められている革新に

「抵抗」したくなるという心理

状態が生じる。 

(イ)変化に際しての「混乱」の

管理 

「革新」は組織内部の慣行化さ

れた状態を破壊するものであ

り、そこに「混乱」が生じる。

特に、急激でドラスティックな

変化は、それまで組織内の秩序

維持に一定の役割を果たしてい

た「組織の構造」や「意思決定

の仕組み」を変えることから、

組織内部に一時的な「流動状

態」を発生させることにつなが

り、日常業務の統制力が失われ

やすい。組織の目的、構造、そ

の成員の変化に伴い、組織活動

を適切に監視し、修正行動を取

ることは難しくなる。移行時に

発生する各種の不均衡を可能な

限り統制する必要があり、その

ために通常とは異なる独特の施

策が必要となる。 

(ウ)変化に際しての「対立」の

管理 

組織とは協働の場であるが、同

時に参加者の意図は必ずしも同

一ではなく、互いにパワーを求

めて競い合う「駆け引きの場」

という一面も持っている。通常

時には組織内で行われてきたグ

ループ間の政治的駆け引きが、

移行期になると、各グループの

パワーバランスを崩すおそれが

高く、その結果、通常時に比べ

て顕著に表れる。極端なセクシ

ョナリズムが発生すれば、情報

の隠蔽、経営資源の囲い込み、

他部門への非協力などにより自

部門だけが優位に立とうとする



51 

 

だろう。成員は、進行中の確信

が既存の力関係にどのような変

化を与えるか、移行後の組織の

中でいかなる立場を獲得し得る

かを予想しつつ、政治的な行動

を展開しはじめるのである。そ

のために、ときには革新により

不利益を被ると解釈する集団

が、革新を阻害する行動に出る

おそれがある。 

 

 これらの、コンプライアンス重視の組織

文化の形成を阻むものの存在を踏まえ、価

値観を共有し組織文化を形成していく必要

がある。 

具体的にどのようにして、コンプライアン

ス重視の組織文化は形成していくことがで

きるのか。 

 この方法は、組織内における各階層に分

けて考えることができる。 

 岩倉(2008)によると、この階層は 3つに

分けることができ、階層ごとの施策が以下

のように述べられている。 

 

(a)経営トップ層 

・経営トップ層は、何よりも組

織文化の体現者である。このこ

とを自覚し自らコンプライアン

スの手本を示して従業員の信頼

を得ることが必要となる。 

・社長以下経営トップ層は、会

議・行事などにおけるあいさつ

や従業員へのメッセージ、マス

コミへのインタビューなど、内

外のあらゆる機会を通じて改革

の決意を訴え、従業員の確信

（モチベーション）を深める。 

・中間管理職層や従業員層から

の意見を直接経営トップ層が聴

き回答する何らかの仕組みを作

るのも経営トップの役割であ

る。 

・コンプライアンス部門は自ら

クリーンハンドでなければなら

ず、組織の成員の信頼を得る必

要があることから、経営者とし

ては、コンプライアンス違反の

経歴や可能性がある者を担当者

に任命してはならない。 

(b)中間管理職層一般 

・中間管理職層は、組織文化革

新の翻訳者・普及者として、日

常業務の場面でコンプライアン

スを踏まえた意思決定を行い、

部下の相談に応えるとともに、

適切な指導を通じてモデルを示

す立場にある。 

・同じ中間管理職層でもコンプ

ライアンス担当部門は、組織が

コンプライアンス重視の組織文

化へ革新するための実務の核と

なる重要部門なので、その役割

とあり方・業務の進め方につい

て制度面も含め、特別な配慮が

必要である。 

第 1に、コンプライアンス部門

は組織全体にコンプライアンス

を推進するための組織化を行う

必要がある。 

第 2に、従業員相談窓口は、

2006年 4月 1日施行の公益通
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報者保護法でも企業に設置を促

しているが、組織にコンプライ

アンスを定着するうえできわめ

て有効な手段である。 

第 3に、教育・研修は対象レベ

ルにより内容を変え具体的な事

例を交えて平易な言葉で行う。 

第 4に、コンプライアンス部門

は常にコンプライアンスに関す

る最新情報を収集した上で、関

連部門に報告・連絡し、必要に

よって体制の変更を働きかけ

る。 

(c)従業員層 

もしも従業員層が上からの革新

の動きに呼応して、ボトムアッ

プの動きを同時に行うことにな

れば、組織文化の革新は一気に

進むだろう。その際、パワーを

持つ労働組合が積極的に動くと

勢いが増すと考えられる。した

がって労働組合は、経営側との

交渉の際には、労使に共通の利

益をもたらすコンプライアンス

関連テーマについて積極的に取

り組むべきである。 

 

 このような取組みにより、コンプライア

ンス重視の価値観を共有し、組織文化を形

成していくことで、倫理的な行動を促して

いくことができると考えられる。つまり、

トップダウンでもボトムアップでもなく、

全社的な取組みによりコンプライアンス重

視の組織文化は形成していくことができる

ということである。 

【小括】 

 コンプライアンスに関する諸制度が整っ

ていた企業で不祥事が起きた理由は、企業

の存続が脅かされたとき、組織文化は倫理

的な行動よりも不祥事に繋がる個人の行動

を優先させてしまったからであった。この

場合に問題となっていたのは、組織文化が

不祥事に繋がる個人の行動を優先させてし

まっていたことであり、解決策としては、

不祥事に繋がらない行動、すなわち倫理的

な行動を優先させる文化を組織の構成員が

持つことである。そのため本章では、組織

の構成員がコンプライアンス重視の組織文

化を形成するためには、文化の形成を阻む

現象の存在に留意した上で、各階層に則し

た取組みを行うことが必要であると述べ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

6 章 全体総括 

  

 第 2章では、日本企業の CSRへの積極

的な取組みが広まりつつある一方で、一般

的に高い CSR評価を受けている企業におい

ても不祥事が絶えないことがあった。それ

は、CSR経営を推し進める上で基本的なも

のの一つであるコンプライアンスに関する

取組みに問題があるためだとし、本研究で

は、「日本企業は不祥事を起こさないため

に、どのようにコンプライアンスに取り組

んでいくべきか」という問題提起を立て

た。この問題提起を明らかにするために、

⑴コンプライアンスに関する諸制度が整っ

ていた企業で、なぜ不祥事が起きたのか、

⑵⑴で明らかにした現状の問題点をどのよ

うに解決すべきか、の 2つをリサーチ･ク

エスチョンとして研究を行った。 

 第 3章では、企業不祥事が起こる原因を

先行研究から探った。その中で、組織文化

は企業活動にポジティブな影響をもたらす

ことがある一方で、時として組織内の人

間、そしてコンプライアンスに関する諸制

度にもネガティブな影響を及ぼすことが明

らかになった。つまり、組織文化が企業不

祥事における、大きな原因となっているの

ではないかと考えた。そこで私たちは「コ

ンプライアンスに関する諸制度が整ってい

る企業でも、組織文化が原因となって、不

祥事を起こすよう働いたのではないか。」

という仮説を立てた。その仮説を検証する

ために、〈コンプライアンスに関する諸制

度の整備状況のためのフレームワーク〉、

〈不祥事に関わる文化を特定するフレーム

ワーク〉を、それぞれ先行研究を参考にし

て組み立てた。 

 第 4章では、3章で立てた仮説を検証す

るために、東芝と富士ゼロックスの事例を

調査した。そこで東芝・富士ゼロックス共

に 4つの文化を特定し、その文化がどのよ

うに不正を起こすようにはたらいたかを明

らかにした。その結果、仮説が実証され、

コンプライアンスに関する諸制度が整って

いた企業でも、組織文化が不祥事を起こす

ように働いていた、と言える。また考察と

して、企業の存続が脅かされたときに、組

織文化は不祥事に繋がる個人の行動を優先

させてしまう根拠となった、ということを

導き出した。2章で提示した、リサーチ･

クエスチョン⑴コンプライアンスに関する

諸制度が整っていた企業で、なぜ不祥事が

起きたのか、という問いに対しては次のよ

うな解を出し、これを 3章事例分析の結論

とした。企業の存続が脅かされる時に、組

織文化は、不祥事に繋がる個人の行動を優

先させてしまう。結果、コンプライアンス

に関わる諸制度が無機能化した。 

 第 5章では、リサーチ･クエスチョン⑴

の結果を踏まえ、リサーチ･クエスチョン

⑵「組織文化が不祥事に繋がる行動を優先

させないためにどうすればよいか」を新た

に設定した。いくらコンプライアンスに関

する諸制度を整えても、組織文化が個人を

非倫理的な行動に導く可能性を排除しきれ

ない、という前章の結論に基づき、非倫理

的な行動をとることを優先しない文化を形

成することがその答えとなった。つまり、

コンプライアンス重視の組織文化を形成す

ることで不祥事を防ぐことが出来るとし

た。そのためには全社的な取組みを通じて
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価値観を社内全体に共有させる必要がある

ということを述べた。 

 総括として、「日本企業は不祥事を起こ

さないために、どのようにコンプライアン

スに取り組んでいくべきか」という問題提

起に対する答えとして、コンプライアンス

重視の組織文化の形成をすることにより、

日本企業は不祥事を起こさないようにする

ことができる、と私たちは結論づけた。 
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け使わない工夫がなされているように感じた。（会社員） 

・フレームワークを示し事例研究を発表という手順が分かりやすく、参考になりました。

原稿がとても丁寧だと感じました。（大学生/大学院生） 

・せっかくの内容ですから、伝え方の工夫もされるともっと良い。（会社員） 

・スライドや発言がすべて流れとあっていたため。レイアウトや色彩をもう少し見やすく

するとなおよい（大学生/大学院生） 

・個人的に内容はすごく興味深いものであったが、ペースが速かった印象を受けたため、

ところどころ自分の理解が追い付かない部分があった。（大学生/大学院生） 

・無駄なエフェクトとかを使わず、目立たせたいポイントの色付けのみにしていて見やす

かったです。私の習った組織文化と捉え方が違ったのですが、実際はこういう捉え方をす

るのかと勉強になりました。（大学生/大学院生） 

・根拠をしっかり述べていて、具体的でわかりやすかったです。（大学生/大学院生） 

・全体構成が整っており、理解のしやすさに繋がっていた。話す速度を一定にするとより

わかりやすくなるように感じた。 

・スライドなどは理解できるものだったのですが、個人的な知識不足があったので難しか

ったです。（大学生/大学院生） 

・内容の要点が詳しくまとめられていた。（その他：中学生） 

・用語集があったこと（その他） 

・話すスピードがよかった。より研究されていた。（会社員） 

・発表を文字に起こしてきれいに伝える発表もわかりやすいと思うが、発表者自身の言葉

にかみ砕いてしゃべるともっと腑に落ちてくると思った。（大学生/大学院生） 

・パワポの資料が配布されており、振り返りなどもしやすかった。（会社員） 

・専門的な内容だが、わかりやすくて丁寧だった。（高校生） 

・学問という意味ではこういう内容になるかと思う（会社員） 

・根本的な概念からケースまで紹介してくれると、専門ではない方もわかりやすいと思い

ます。（大学生/大学院生） 
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・内容がすんなりと頭の中に入ってきました。非常に理解が進みました。レイアウトも素

晴らしかったです。（大学生/大学院生） 

・話すスピードとスライドが切り替わるタイミングが良かった。（主婦） 

・落ち着いていてちょうどよい速さで話してもらえたのでとても聞きやすかったです。一

番後ろの席からは少し文字が見にくいときもあったかもです。（大学生/大学院生） 

・論理的な筋立てが図式化されていたので、複雑な内容でもとても理解しやすい見せ方に

なっていました。また章も論理的なつながりになっていたので、途中につまずかずに主張

を理解できました。（大学生/大学院生） 

・質疑応答が丁寧でよかったです。発表もわかりやすくなっていました。（大学生/大学

院生） 

・何を明らかにしたいのかとても明確でわかりやすかったです。不祥事という身近なテー

マで興味を持って聞くことができました。（大学生/大学院生） 

・時間のない中、数日間でしっかり仕上げてきたところはさすがだなと思いました。（大

学生/大学院生） 

・スライドが見やすく整理されており理解しやすかったです。最後に上がっていた参考文

献の欄に努力が見えました。事例を一つ一つ拾い、帰納法的に不祥事の原因を分析してい

たのは王道だと思います。しかしながら、RQ②以降、分析をベースとした新たな提案をも

う少し聞きたかったです。大変長い間このために時間を使ってきたことだと思います。谷

本ゼミの発表はロジカルが優先され個人の意見が中々全体に反映されにくく難しいかと思

うけど、それを超えた 6期らしさを今後、期待しています。（大学生/大学院生） 

・話すスピードや分かりやすい具体例や“おさらい”などで、フレームワークを含む発表

内容が理解しやすかった。何に注意してこれからに話を聞けばいいのかや、パワポのどの

個所を見て聞けばいいのか逐一説明があり良かった。（大学生/大学院生） 

・スライドの分量、切り替えるペースがとてもわかりやすかったです。話す速さも適切で

した。（大学生/大学院生） 

・あるフレームに当てはめて説明されていたから。平易な言葉で説明されていた。（会社

員） 

・一部発表がはや口調なように感じました。その他、理論的でとてもわかりやすかったで

す。（大学生/大学院生） 

・用語集もつけていてわかりやすい発表だった。（会社員） 

・発表はもちろんのこと、質疑応答での学生さんたちの返答も高校生の自分にもわかるよ

うに話をしてもらい、自分の中ですっきりと帰ることができます、尊敬します。（高校

生） 

・企業の組織文化は非常に重要であることが分かり、本日の発表を聞かせていただき本当

によかったです。日本企業に武士としての志が少なくなり、経済悪化により、人の心がす
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さんでしまってきています。日本人としての誇りを大事にしたいと思いました。日本企業

の「信用第一をもう一度」とり戻したいです。（自営業） 

・内容が分かりやすく、とても参考になりました。（会社員） 

・質疑応答も素早く対応していてすごいなあと思っていました。（大学生/大学院生） 

・ゼミの発表をこれまで見た中で、かなりレベルの高い発表だった。全体のボリュームが

ちょっと多かったように感じましたが、十分理解できましたし、機会があればまた話を伺

ってみたいと思いました。（会社員） 

・我が社でも中間管理職までのコンプライアンス教育はかなりなされてきており、一般社

員に向けても意識強化が図られてきています。やはり、企業は上層部の意識が下に影響

し、文化も上によって変わってくると感じています。（会社員） 

・組織文化という新たな価値観について知り、理解することができた。（大学生/大学院

生） 

・組織文化に関しては「中小企業より大企業の方が強権的なものであるのか」など調べれ

ば調べるほどいちいち知見を得ることができると感じた（大学生/大学院生） 

・参考文献の量がとても多くびっくりしました。こんなにたくさんの資料を集めて分析で

きる先輩がすごいなと思いました。（大学生/大学院生） 

・知識のそれほどない私でも容易に理解できるほどにわかりやすい発表でした。（大学生

/大学院生） 

・とてもわかりやすかったです（その他：中学生） 

・企業の不祥事を分析したり、具体的な例を深く掘り下げることで共通点が見えてくるこ

とにとても興味を持った。（大学生/大学院生） 

・自分のことではあるが、現在中小上場企業の人事総務としてコンプライアンス制度の整

備を行っています。今は 100名弱の企業規模なので理念やビジョンが社員に浸透している

が、今後従業員数が増えていけばなかなか難しいと思います。大きくなってから組織文化

を変えていくのは難しいので今のうちに正しい組織文化の形成を心がけたいと思った。

（会社員） 

・一般人としては、具体的にどのような企業が最もコンプライアンスが充実しているの

か、それが何によってもたらされているのかが興味がある。個人的には財閥企業がコンプ

ライアンスは高いと思う。三菱自動車は腐敗してしまったが。（会社員） 

・まだ社会人経験のない学生の皆さんが社内の企業文化等についてよく研究されていると

思います。現代のコンプライアンスが大変な日本で、これから社会人デビューされるので

良い社会・日本にしていただけるよう応援しています。（主婦） 

・調査が難しいテーマの中でとても調べて発表していたと思います。質問も鋭いものがた

くさん飛んできて、それが一番の「成功」の証拠だと思いました。（大学生/大学院生） 

・質問の受け答え、大変だったと思いますが頑張っていましたね。去年と比べて質問から

少し議論になっていたのが良かったと思います。毎年、会場の雰囲気が堅いなと思うので
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すがどうでしょう？調べてきた内容を発表する「発表会」のような雰囲気を超え、もっと

とんでもないことでも少し論が飛躍していても受け止めてくれると思います。（大学生/

大学院生） 

・4章で組織文化の形成を説明するときに、ピラミッドと 3つのコンフリクトを組み合わ

せられたらより良かったのかも。（大学生/大学院生） 

・コンプライアンスを重視する文化があっても、それを超える影響力のより強い文化に負

けてしまうとき、文化があっても、外部環境によりその文化が上手に機能しないときはど

うすればいいのかなと思いました。（大学生/大学院生） 

・まったく CSRに関する知識がなかったのですが、少し理解できたように感じます。（大

学生/大学院生） 
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おわりに 

 

 谷本先生が早稲田大学に赴任されてから、六年の月日が経とうとしています。これ

まで 

一橋大学、早稲田大学で築き上げてこられた谷本ゼミの伝統を受け継ぐべく、1年間

日々の活動に取組んで参りました。 

 

 約一年前、私たち 6 期生の活動が始まりました。今回のプロジェクト研究は、一年

間積み重ねてきた学びを、初めてひとつの研究として、まとめ上げたものです。研究

発表から論文制作に至るまで、自分たちでその都度困難を乗り越えてきた経験が、ひ

とりひとりの成長に繋がったことを実感しております。そして、この成長は谷本ゼミ

のすべての皆様のご協力によるものだということ、ゼミ生一同改めて実感しておりま

す。 

  

 春学期の活動から本論文作成に至るまで、谷本先生には、今年度ドイツで教鞭をと

られている大変お忙しい中、ドイツよりご指導を頂きました。 

また春学期のゼミでは、谷本先生に代わり、土肥先生から毎回丁寧なご指導を頂きま

した。谷本研究室の森塚さんには日頃の学習環境を非常に細やかにサポートして頂い

ております。そして今年度は、9月に日本にて台北大学とのワークショップを行いま

した。この場での 

発表が今回のプロジェクト研究のベースになっております。5 期生の先輩方、谷本研

究室の院生の方々には、夏の活動から論文作成に至るまで数え切れないほどのアドバ

イスを頂きました。 

 皆さまからのご支援のもと、私たちがこうして論文作成に取組めたこと、そして

日々の 

活動に取組めていること、6 期生一同感謝致します。今後も歴史と伝統あるこの谷本

ゼミをより一層発展させるべく、精進して参ります。 

 

 最後に、谷本ゼミでのご縁を大切にし、寛逓会で末永くお付き合いできることを感

謝するとともに、皆様のご健勝を心より願っております。 

 

2017 年 11 月 18日 

第 6 期谷本ゼミナール幹事長 三宅まな 

第 6 期生一同 

 


