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4

CSR（Corporate Social Responsibility＝企業の社会的責

任）をテーマに、企業と社会の関係について、経営戦略や
経営組織など様々な視点からアプローチしています。

研究内容

企業と社会

谷本ゼミについて



近年、日本企業で多発する企業不祥事の原因、組織文化を
テーマに考察する。

本研究のテーマ

谷本ゼミについて

ゼミ始動 基礎演習   ワーク         

ショップ
国際学会 早稲田祭

4月 春学期 8月 9月 11月
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1. 問題提起

1-1. 相次ぐ日本の企業不祥事

大企業による不祥事が立て続けに起こっている
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1. 問題提起

1-1. 相次ぐ日本の企業不祥事

 　これらの企業では

　どのように不祥事を防ぐ

ための取り組みを行って

　いたのか？



  ①倫理綱領(行動基準)の制定・公布

             ②倫理綱領の遵守体制
　　

             ③フォローアップ体制
田中（2005）「企業倫理実践システム」

「法令のみならず、社会規範も遵守すること」
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コンプライアンスとは

コンプライアンスに関する諸制度

1. 問題提起

1-1. 相次ぐ日本の企業不祥事



①倫理綱領(行動基準)の制定・公布 ②遵守体制 ③フォローアップ体制
田中（2005）「企業倫理実践システム」

11

✔①東芝グループ行動基準

✔②リスク・コンプライアンス推進体制、コンプライアンス教育

✔③コンプライアンス状況の点検・監査、従業員アンケート

コンプライアンスに関する諸制度

✔①富士フイルムHD行動規範、富士ゼロックス行動規範
✔②企業倫理担当部署、倫理・コンプライアンス教育
✔③モラールサーベイ

1. 問題提起

1-1. 相次ぐ日本の企業不祥事



企業は不祥事
起こしている！
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1. 問題提起

1-2. 問題提起

コンプライアンス
の制度があった！

コンプライアンスの制度
が機能していなかった？



①倫理綱領(行動基準)の制定・公布 ②遵守体制 ③フォローアップ体制
田中（2005）「企業倫理実践システム」
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✔①東芝グループ行動基準

✔②リスク・コンプライアンス推進体制、コンプライアンス教育

✔③コンプライアンス状況の点検・監査、従業員アンケート

コンプライアンスに関する諸制度

✔①富士フイルムHD行動規範、富士ゼロックス行動規範
✔②企業倫理担当部署、倫理・コンプライアンス教育
✔③モラールサーベイ

1. 問題提起

1-1. 相次ぐ日本の企業不祥事



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？

  問題提起？
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1. 問題提起

1-2. 問題提起



1. 問題提起

1-3. リサーチクエスチョン

　

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？

RQ①

RQ①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？

RQ②
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2. 企業不祥事の原因と仮説

2-1.企業不祥事が起こる原因

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

企業不祥事の定義

企業が社会的制裁や社会的批判を受ける

ような行為　　

公共の利害に反し、社会や自然環境に重大な

不利益をもたらす組織的事象・現象のこと

17

企業不祥事の定義

間嶋 (2007)

八田 (2011)



誰が原因となって、企業不祥事
は起きてしまうのか？

組織不祥事
７３%７３％

稲葉（2017)より谷本ゼミ作成

個人不祥事

不祥事を犯すことによって個人

が直接的に利益を享受する

もの

ex) 横領、インサイダー取引

組織不祥事

不祥事を犯すことによって、個人

は直接的には利益を享受しない

もの

ex) 粉飾決算、食品偽装
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2. 企業不祥事の原因と仮説

2-1.企業不祥事が起こる原因

 　　
八田（2011)

不祥事は、個人が自己の利益のために起こす場合
より、組織ぐるみで行われる場合が多い

企業不祥事
の種類

２７％



組織不祥事は個人に利益が直接ないにもかかわらず、

なぜ組織内の人間は組織不祥事につながる行動をとっ

てしまうのか？

個人の行動や価値観に影響する何かが引き起こ

しているのではないか

日本においては組織の空気や価値観を作る、

組織の文化なのではないか

Q
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2. 企業不祥事の原因と仮説

2-1.企業不祥事が起こる原因

推測



日本社会は、そもそもイエやムラといった共同体の元で集団文化

が築かれてきた。その集団文化が日本企業に取り込まれる際、

「企業内に所属集団への忠誠心を競う行動が生み出され、それに

よってさらに企業内同調が強化されてきた」　

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。

組織文化は、組織内の人間に強く影響している。

不祥事につながるような人間の行動も、組織文化の影響によ

り左右されるのではないかと言える。
A
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2. 企業不祥事の原因と仮説

2-1.企業不祥事が起こる原因

宮坂(2002)

谷本(2013)



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

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

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

　　個々の組織における観念的・象徴的な意味のシステム

21

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-2.組織文化

シャイン(1985)

グレゴリー(1983)

佐藤郁哉&山田真茂留(2004)
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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

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。小原(2014)

間嶋(2007)

組織文化の影響力

組織はときに閉じた組織文化をつくってしまい、

社会の道徳に反する行為までをも容認し、組織を

不祥事に至らしめる。

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-2.組織文化



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
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ベイザーマン
(2013)

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?

RQ①

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-2.組織文化
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2. 企業不祥事の原因と仮説

2-3.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。

仮説？？

24



選定基準

①コンプライアンスに関する諸制度が整っていた。

②近年、重大な不祥事を起こした。

仮説検証のための事例分析対象

25

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-4.事例分析について



❶不祥事の概要

❷コンプライアンスに関する諸制度の整備状況

❸不祥事に関わる文化の特定

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたのか

26

事例分析の手順

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-4.事例分析について

事例調査方法

・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
・国立国会図書館蔵書検索・申込システム（NDL-OPAC）より、東芝・富士ゼロック
ス・富士フイルムHDに関する文献・雑誌・新聞記事を調査



東芝・富士ゼロックスで
それぞれの役割を持つ
コンプライアンスに関する諸制度
はあったか？

27

❷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

田中（2005）「企業倫理実践システム」より

①倫理綱領（行動基準）の制定・公布

②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

③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

①倫理綱領（行動基準）の

制定・公布

②遵守体制

③フォローアップ体制

フレームワーク

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-4.事例分析について



標榜された
価値観

暗黙の仮定

＝組織内のモノ・コト

（例）オフィスのレイアウト、ルール・慣習

＝経営理念・ビジョン

(例)「情報革命で人々を幸せに」　　　　　　　　　　　　                   　

SoftBank

＝本研究における組織文化

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

文物

28

❸不祥事に関わる文化の特定

のフレームワーク　シャイン(2004)より

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-4.事例分析について



①不祥事に関わるモノ・コトを特

定する。

②経営理念・ビジョンを

特定する。

③モノ・コトと経営理念・ビジョン

を比較する。

④③で分析した不一致が何に

よってもたらされているかを明ら

かにし、組織文化を特定する。

29

フレームワーク

１

組織文化

３

モノ・コト

組織文化

経営理念・ビジョン

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-4.事例分析について

不一致

❸不祥事に関わる文化の特定

のフレームワーク　シャイン(2004)を参考に作成

４

２



❸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化させたのか。

ベイザーマン

（2013）

組織文化（暗黙の仮定）が不祥事を防ぐための制度を

無機能化させてしまう可能性

30

視点

「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。」

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-4.事例分析について

❹その文化がどのように不正を起こすように

　　　　　　　　　　　　　　　働いたのかを見るための視点



❶不祥事の概要

❷コンプライアンスに関する諸制度の整備状況

❸不祥事に関わる文化の特定

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたのか

31

事例分析の手順

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-4.事例分析について
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3．事例研究

3-1.　株式会社東芝

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

創立

1875年 

資本金

2000億円



2008年度から2014年度にかけて

1500億円以上の不正会計
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3．事例研究

3-1.　株式会社東芝

不祥事が行われていた期間

2014年東芝内部関係者から内部通報
「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」

◎子会社であるウエスチングハウスの

減損処理に関しても問題発覚

不祥事の発覚

１．工事進行基準案件に係る会計処理
２．映像事業における経費計上に係る会計処理
３．半導体事業における在庫の評価に係る会計処理
４．パソコン事業における部品取引等に係る会計処理

問題のあった会計処理

❶不祥事の概要



3．事例研究

3-1.　株式会社東芝

①倫理綱領（行動基準）の制定・公布

東芝グループ行動基準

②遵守体制

・リスク・コンプライアンス推進体制

リスク・コンプライアンス委員会による

各部門の提携

・コンプライアンス教育

③フォローアップ体制

・コンプライアンス状況の点検・監査

経営監査部門と定期的に情報交換、施策

に反映

・従業員アンケート

コンプライアンスに関する諸制度は整備されている
35

「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」

❷コンプライアンスに関する諸制度の整備状況



      「チャレンジ」導入の目的

      ・社長からカンパニー社長・事業

        部長へ権限を委譲

      ・社長とカンパニー社長・事業部 

       とのコミュニケーションを図る

不祥事発生時の「チャレンジ」

・社長が一方的に数値目標を設定

・達成不可能である

という部下の意見を無視

36

3．事例研究

3-1.　株式会社東芝

不一致

経営理念・ビジョン

Ａ：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

　経営理念・ビジョン

　モノ・コト

組織文化

❸不祥事に関わる文化の特定

モノ・コト

※「チャレンジ」⋯東芝で使われた社内用語
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3．事例研究

3-1.　株式会社東芝

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

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

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

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
A

B

C

D

❸不祥事に関わる文化の特定
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3．事例研究

3-1.　株式会社東芝

Ａ

社長

カンパニー社長
事業部長

経理部

上意下達の決定通達が
なされ、部下の意見は
聞き入れられない文化

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 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

業績が停滞した時

上司からのプレッシャーを受け経理部が不適切な会計処理を行う

チャレンジ

チャレンジ

Ａ

Ｂ

Ｃ

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたか
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3．事例研究

3-1.　株式会社東芝

Ｃ

財務部

経理部

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

Ｄ

財務部・経理部における監督体制が無機能化し、不正が起きた

人事ローテーション

業績が停滞した時

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたか
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3．事例研究

3-1.　株式会社東芝

リーマンショックや原発の
影響で業績停滞

ＡＢＣＤ

文化
適切な

会計処理

業績が悪化し、上司から売上向上に対するプレッシャーがかかった時に、
Ａ,B,C,Ｄの文化は不祥事に繋がる行動を優先させる根拠になった

不正会計

リーマンショックや原発事故の
影響による業績悪化

個人の心理

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたか
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3．事例研究

3-1.　株式会社東芝

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

　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

C
B

財務部・経理部

▶不正チェック機能の無機能化

A

D

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたか
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事業概要

オフィス用複写機・複合機
プリンタ等の製造・販売等

創立

1962年

資本金

200億円

3．事例研究

3-2.　富士ゼロックス

事業概要：イメージングソリューション、インフォメー
ションソリューション、ドキュメントソリューションの
開発、製造、販売、サービス

創立：1934年　※2006年からHD制に移行

資本金：400億円



2009年～
FXNZ社長がインセンティブ
システムを利用し、不正会計
を繰り返していた。

2009年＆2014年：内部監査部による問題の　　
指摘
2015年：FXNZからFX幹部（社長を除く）への匿
名の内部告発

▶FX幹部や経理部が隠蔽指示

2016年ニュージーランド現地メディアに
よる不正会計の報道

2017年社内調査及び第三者委員会に
よる調査

▶不正会計やその隠蔽など
一連の問題が明らかになる

不祥事（組織的隠ぺい）

発覚

❶不祥事の概要

個人による不正会計

43

3．事例研究

3-2.　富士ゼロックス

富士フイルム
ホールディングス

富士ゼロックス
（FX)

FXアジア太平洋営業本部

FXニュージーランド
（FXNZ)

FXオーストラリア
（FXAU)

米ゼロックス
（XC)



①富士ゼロックス倫理綱領（行動基準）の

制定・公布

　・行動規範

　

　

　　　※海外子会社にも適用されている

②遵守体制
・企業倫理担当部署

 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・フォローを行う

・倫理・コンプライアンス教育

　従業員のコンプライアンス意識を高める取り組み

③フォローアップ体制
・モラールサーベイ

　従業員の意識調査を行う

コンプライアンスに関する諸制度は整備されている

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。

44

❷コンプライアンスに関する諸制度の整備状況

3．事例研究

3-2.　富士ゼロックス



・各業務執行者から取締役会への業務が　
なされる体制になっていない

・会計監査から監査差異を指摘されても、
遵守しない

・取締役会は事業内容の承認だけ
情報の把握できていない
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「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」

「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」

「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す。」

不一致

自社の経営方法

　意思決定を絶対視する文化

経営理念・ビジョン

3．事例研究

3-2.　富士ゼロックス

経営理念・ビジョン

　モノ・コト

組織文化
親会社から自立して自社の経営方法・

意思決定を絶対視する文化

❸不祥事に関わる文化の特定

モノ・コト
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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

人的なつながりや個人の裁量が優先される文化

売り上げ目標達成が重視され、

プレッシャーをかける文化

子会社経営に対して干渉しない文化

A

B

C

D

3．事例研究

3-2.　富士ゼロックス

❸不祥事に関わる文化の特定



47不正会計が行われるが、正確な情報共有がされない

FXNZ社長・海外子会社統括局

FX社長

報告義務

人的なつながりや個人

の裁量が優先される文

化

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

3．事例研究

3-2.　富士ゼロックス

Ａ

B

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたのか



取締役会

FXNZ社長・海外子会社統括局

(FXNZ)経理部門
(FX)内部監査＝子会社業務
執行を監督する役割

不正会計を７年間隠蔽して、不正会計を拡大させる

監督
Ａ

牽制機能
　子会社経営に対して

干渉しない文化

　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

3．事例研究

3-2.　富士ゼロックス
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C
D

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたのか
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業績が停滞する以前は、倫理的な価値判断基準
の下で文化が組織内に存在していた

非倫理的
な行動 倫理的な

行動

　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

人的なつながりや

個人の裁量が優

先される文化

　子会社経営に対

して干渉しない文

化

　売り上げ目標達が

重視され、プレッ

シャーをかける文化

3．事例研究

3-2.　富士ゼロックス

個人の心理

Ａ

B

C

D

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたのか
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不正会計隠蔽

社長に正確な

情報を報告する

業績が停滞した時に、A,Bの文化は、社長以外のFX幹部やFXNZ社長
が、正しい情報（不正会計をしていた事）を社長に報告することよりも、隠
蔽することを優先させてしまう根拠となった。

　人的な

つながりや個

人の裁量が

優先される文

化

複写機国内市場の成熟・アナログからデジタルへの
移行・競合他社の技術開発などによる業績停滞

　

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

3．事例研究

3-2.　富士ゼロックス

Ａ B

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたのか
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不正会計隠蔽

業務執行に

対する適切な

監査・牽制

業績が停滞した時に、C,Dの文化はFXNZ経理部門、取締役会、海外子会社
統括局の内部監査が業務執行に対する適切な監査・牽制をすることよりも、
不正会計を隠蔽することを優先させる根拠になった。

　子会社経

営に対して

干渉しない

文化

　売り上げ目

標達が重視さ

れ、プレッ

シャーをかけ

る文化

3．事例研究

3-2.　富士ゼロックス

複写機国内市場の成熟・アナログからデジタルへの
移行・競合他社の技術開発などによる業績停滞

C

D

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたのか



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

A

子会社経営に対して干渉しない文化

内部監査による監査機能
取締役会における牽制機能

▶不祥事発覚遅れる
▶粉飾決算繰り返される

C

D

B

52

3．事例研究

3-2.　富士ゼロックス

❹その文化がどのように不正を起こすように働いたのか



？

Ａ.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
Ｂ.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

Ｃ.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

Ｄ.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

東芝

53

3．事例研究

3-3.　結果

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、

組織文化が不祥事を起こすよう働いたのではないか。

仮説?

A.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

B.人的なつながりや個人の裁量が優先される

文化

C.売り上げ目標達が重視され、プレッシャーを

かける文化

D.子会社経営に対して干渉しない文化

富士ゼロックス

　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、

　組織文化が不祥事を起こすように 働いていた！

結果



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。

54

3．事例研究

3-4.　考察

不祥事に

繋がる行動

組織
文化

企業の存続が脅かされた時

倫理的な行動

経営危機 業績停滞



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。

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

RQ①

   Answer①

55

3．事例研究

3-5.　Answer①

?



1．問題提起

2．企業不祥事の原因と仮説

3．事例研究　〔東芝・富士ゼロックス〕

4．日本企業に求められる今後の取り組みとは
　
5．全体総括

目次

研究報告

56



  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

  問題提起

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。

Answer①

4. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

57

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

RQ①

       RQ①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。

RQ②

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。

RQ②´



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。

不祥事に繋がる

行動

組織文化

企業の存続が脅かされた時

倫理的な行動

組織文化の影響力の大きさ！！

組織文化の影響力＞コンプライアンス関連制度

4. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

58



非倫理的な行動を取ること（＝不祥事を起こすこと）を優先し
ない、組織文化を形成する

コンプライアンス重視の組織文化を形成する
59

Answer②

4. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

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。

RQ②´

組織文化の影響力＞コンプライアンス関連制度
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不祥事に繋がる行動 倫理的な
行動

 組織   
文化

コンプライアンス
重視！

同じ価値観

4. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

社員

社員

コンプライアンス重視の組織文化が形成された
＝組織内の全員が既存のものではない、コンプライアンス重視の価値
観を持っている状態

社員

社員



61

抵抗 混乱 対立

心理的安心感を
作る

トップの姿勢
明確なビジョン

協力関係を創造

組織文化を形成する上での留意点

4. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

岩倉（2008）『コンプライアンスの理論と実践』
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価値観の共有方法

仮定

全社的・戦略的取組みが求められる

岩倉（2008）『コンプライアンスの理論と実践』より作成

 経営トップ

   中間管理職

従業員層

      コンプライアンスの手本を示す　評価制度を設ける　

   ボトムアップの仕組み　コンプライアンス担当者の任命

         コンプライアンスを踏まえた意思決定

        最新情報を集め、関連部署に報告する

ボトムアップの仕組みを積極的に利用

労働組合：交渉の際にコンプライアンスをテーマに

4. 日本企業に求められる今後の取り組みとは
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倫理的な
行動

組織
文化

コンプライアン
ス重視！

社員

社員

4. 日本企業に求められる今後の取り組みとは

不祥事に繋がる行動 倫理的な
行動

 組織   
文化

コンプライアンス
重視！

社員

社員

社員

社員

同じ価値観

コンプライアンス重視の価値観が社内全体に共有され
ている状態になる！

＝コンプライアンス重視の組織文化の形成



目次

研究報告

1．問題提起

2．企業不祥事の原因と仮説

3．事例研究　〔東芝・富士ゼロックス〕

4．日本企業に求められる今後の取り組みとは

5．全体総括

64

質疑応答



5．全体総括【1章】

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？

  問題提起

65

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？

RQ①

❶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？

RQ②
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5．全体総括【2章】

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。

仮説

企業不祥事が起こる原因は何か？

組織文化 組織内の人間
コンプライアンス
に関する諸制度

影
響

影
響
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5．全体総括【3章】仮説結果・考察

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、組織文化が不正

を正当化させる根拠となって、不祥事を起こすよう働いたのではないか。

仮説？？

67

　　　　　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。

働いていた！結果

考察

不祥事に

繋がる行動

組織
文化

企業の存続が
脅かされた時

倫理的な

行動



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

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。

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？

? RQ①

   Answer①
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．全体総括【3章】Answer①
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5．全体総括【4章】

コンプライアンス重視の

組織文化の形成

組織文化が大きな原因となり不祥事が起きた。
組織文化は不祥事に繋がる個人の行動を優先させ、
結果、コンプライアンスに関わる諸制度が無機能化した。

Answer②

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？

RQ②´

 Answer①
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コンプライアンス重視の組織文化の
形成により、
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

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？

  問題提起

5．全体総括

 結論
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