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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



日本企業のCSR経営における

リスクマネジメントの課題
　- 企業不祥事の原因分析からみるコンプライアンスの取組み-
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『 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こみ、

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 』

7source: Tanimoto Office HP

谷本(2006)

1. 問題提起

1-1.CSRとリスクマネジメント



企業が持続的な経営を行うため、

あらゆるリスクに対処すること

リスクマネジメントの定義

「危険や危機に適切に対応したり、「危険や危機を合理的に

処理」して、その被害や損害を最小限に押さえ、もって個人や

組織のサバイバルを図るための対策、政策、理論、科学」

企業の価値を維持・増大していくために、企業が経営

を行っていく上で、事業に関連する内外の様々なリス

クを適切に管理する活動

8

リスクマネジメントの定義

経済産業省 

(2002)

亀井 (2004)

1. 問題提起

1-1.CSRとリスクマネジメント
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CSR

リスクマネジメント

社会的責任を果たす上で、企業が存続するため

健全にリスクに対処することは必要な条件

リスクマネジメントは

CSRの活動の中に

包括されるものである

CSRを果たす上で
リスクマネジメントの取組みは必要

1. 問題提起

1-1.CSRとリスクマネジメント
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　近年、不祥事が立て続けに起こっている

1. 問題提起

1-2. 問題意識
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不祥事の発生は
防がなくてはいけない課題である

不祥事が発生すると、企業は
信用を失い、存続が危ぶまれ

てしまうのではないか？

1. 問題提起

1-2. 問題意識



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

12

企業不祥事の定義

間嶋 (2007)

八田 (2011)

1. 問題提起

1-3. 企業不祥事とはなにか
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CSR

リスクマネジメント

コンプラインス

コンプライアンスは
CSRやリスクマネジメントにおいて

重要！

「法令のみならず、社会規範も遵守し

社会的要請に応えていくこと」

1. 問題提起

1-4. リスクマネジメントとコンプライアンス
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1. 問題提起

1-5. 問題提起

企業不祥事というリスクを避けるために、

日本企業はどのようにコンプライアンスに

取組んでいくべきか。

　問題提起
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企業不祥事というリスクを避けるために、

日本企業はどのようにコンプライアンスに

取組んでいくべきか。

問題提起

　企業不祥事が起こる原因は何か？

RQ1

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-1.リサーチ・クエスチョンの設定
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企業不祥事に関する先行研究

「企業不祥事4類型」
①経営トップの関与　　②特定分野・聖域（規制やチェックが働かない部門）

③企業風土・文化　　　④事故・トラブル

「不祥事が起こりやすい企業の7つの特徴」
①社会とのズレに気づかず、内向き志向が蔓延している。

②営業・成果偏重主義　　　　　　　　　　　　③情報遮断

④聖域部門の存在　　　　　　　　　　　　　 　⑤リーダーシップの欠如

⑥経営陣や本社部門の現場無関心　　　　⑦独裁的専制的経営者

「組織不祥事が発生する潜在的原因」
①アウトソーシングの影響　 ②作業効率の追求・コスト削減の影響

③成果主義の影響　　　　  　④組織文化の影響

日本監査役協会（2003）

樋口(2012)

井上（2015）

  何が企業不祥事の最も大きな原因なのだろうか？

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-2.企業不祥事が起こる原因



原因は「利益目的の個人」ではないのか？

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

18

 　　
八田（2011)

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

企業不祥事
の種類

２７％

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-2.企業不祥事が起こる原因



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

19

推測

組織不祥事は個人に直接利益

がないにもかかわらず、

なぜ組織内の人間は不祥事に

つながる行動をとってしまうのか？

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-2.企業不祥事が起こる原因



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。

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？ 20

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-2.企業不祥事が起こる原因

宮坂(2002)

谷本(2013)

組織文化は、組織内の人間に強く影響している



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

シャイン(1985)

グレゴリー(1983)

佐藤&山田(2004)

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-3.組織文化とはなにか
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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

2-4.組織文化の影響力



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から

23

ベイザーマン
(2013)

コンプライアンス制度があったとしても

組織文化が原因となって制度を無機能化させ

不祥事を起こすよう働いてしまうのではないか

仮説

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-4.組織文化の影響力



❶不祥事の概要

❷コンプライアンス制度の整備状況

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
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事例分析の手順

2. 企業不祥事の原因と仮説

2-5.事例分析について

事例調査方法

●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、当該企業に
　 関する文献・雑誌・新聞記事を調査
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❶不祥事の概要

❷コンプライアンス制度の整備状況

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

事例分析の手順

❷❸❹に関しては、フレームワークをもとに分析する

3. 事例研究

3-1.事例分析のためのフレームワーク



東芝にはそれぞれの役割を持つ
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

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

3. 事例研究

3-1.事例分析のためのフレームワーク



標榜された
価値観

暗黙の仮定

＝組織内のモノ・コト

（例）会議の進め方、ルール・慣習

＝経営理念・ビジョン

(例)大切な地球と、そこに住む人びとの夢溢
れる未来作りに貢献します　　（三井物産）

＝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　シャイン(2004)より

3. 事例研究

3-1.事例分析のためのフレームワーク



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

モノ・コト

組織文化

経営理念・ビジョン

不一致

❸不祥事に関わる文化の特定　シャイン(2004)を参考に作成

4

2

3

3. 事例研究

3-1.事例分析のためのフレームワーク



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。」

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

3. 事例研究

3-1.事例分析のためのフレームワーク
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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

3. 事例研究

3-2.　株式会社東芝



2008年度から2014年度にかけて

1500億円以上の不正会計

32

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

3-2.　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
33

「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

3．事例研究

3-2.　株式会社東芝



      「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

34

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

3．事例研究

3-2.　株式会社東芝
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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

3．事例研究

3-2.　株式会社東芝
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Ａ

社長

カンパニー社長
事業部長

経理部

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

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

Ａ

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

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

3．事例研究

3-2.　株式会社東芝
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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

3．事例研究

3-2.　株式会社東芝



？

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

38

3．事例研究

3-3.　結果

コンプライアンス制度があったとしても、

組織文化が原因となって制度を無機能化させ

不祥事を起こすよう働いてしまうのではないか。

　組織文化が不祥事を起こすように 働いていた！

結果

仮説



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。
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3．事例研究

3-4.　考察

不祥事に

繋がる行動

組織
文化

倫理的な行動

リーマンショック 原発事業不振企業の存続が脅かされたとき
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3．事例研究

3-5. アンサー　

企業不祥事が起こる原因は何か？

RQ1

コンプライアンス制度があったとしても、

組織文化が原因となって制度を無機能化させ

不祥事を起こすよう働いてしまうのではないか。

仮説

　組織文化が不祥事を起こすように 働いていた！

組織文化が大きな原因となり不祥事が起きている

Answer 1

結果



　

1．問題提起

2．企業不祥事の原因と仮説

3．事例研究

4．日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-1.　リサーチ・クエスチョン②
　4-2.　コンプライアンス重視の組織文化の形成方法
　4-3.　事例研究：三井物産
　4-4.　考察
　4-5.　リサーチ・クエスチョン②の答え

5．全体総括

目次

研究報告
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  企業不祥事というリスクを避けるために、日本企業は

　どのようにコンプライアンスに取組んでいくべきか

  問題提起

          組織文化が大きな原因となり不祥事が起きているAnswer①
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 企業不祥事が起こる原因は何か？

RQ①

どのように組織文化へアプローチして

コンプライアンスに取組んでいくべきか

RQ②

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-1.　リサーチ・クエスチョン②
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倫理的な行動を推し進める
組織文化の形成

コンプライアンス重視の
組織文化の形成

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-1.　リサーチ・クエスチョン②

不祥事に

繋がる行動

組
織
文
化

倫理的な

行動
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

行動を優先させてしまう根拠となる

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
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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

社
員

社員

社員

社員

社員

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

組織内の一人ひとりがコンプライアンス重視の

価値観を持っている状態

　コンプライアンス重視の組織文化が形成
　されている状態とは？

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-2.　コンプライアンス重視の組織文化の形成方法
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「社内外に公表された、経営者および組織体の明確な

信念・価値観・行動規範」田中(2016)

経営理念とは

コンプライアンス重視の価値観を組織に
創造するために経営理念として掲げる

どのように、組織内の一人ひとりが
コンプライアンス重視の価値観を持って

いる状態をつくるか？

経営理念にコンプライアンス重視の価値観を示す必要性

Step1

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-2.　コンプライアンス重視の組織文化の形成方法
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Step1：組織内にコンプライアンス重視の価値観を創造する

「経営理念にコンプライアンス重視の価値観を示す」とは？

 「Fairであること」、「謙虚であること」を常として、

社会の信頼に誠実に、真摯に応えます。(三井物産）

例

創造した価値観を
社内の1人ひとりに浸透させる

Step2

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-2.　コンプライアンス重視の組織文化の形成方法
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シャイン(1985)

理念が構造化され、目に見える組織構造や手順へ反映されることが必要

⇒内面化（成員の思考・行動様式）、

　具現化（施策・作品）、制度化（人事・組織）
梅澤(2006)

①リーダーが注目し、測定し、統制すること

②危機的事件または組織の危機に対するリーダーの反応

③リーダーによる慎重な役割モデリング

④報酬や地位を与える基準

⑤募集、選抜、昇進、退職、免職の基準の必要性

①質の高い経営者の存在と理念浸透への努力

②理念と仕事の整合性

③制度への理念反映
田中(2006)

経営理念の　　　　
社内浸透には・・・

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-2.　コンプライアンス重視の組織文化の形成方法

　　　　　　　❶経営者のリーダーとしての取組み

     ❷経営理念の制度への反映 
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実際に企業はどのようにコンプライアンス重視の

組織文化をつくっているのだろうか

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-3．事例研究：三井物産

①＜Step1＞
　経営理念にコンプライアンス重視　　　
の価値観を示しているか

②＜Step2＞
　経営理念を浸透させる取り組み

  A：トップによる直接的な働きかけが　　   
あったか
  B：経営理念を制度に反映させてい　　　　
るか

視点

2回の企業不祥事を経て、

文化面からコンプライアンスに

アプローチした

事例
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鉄鋼製品、金属資源、プロジェクト、機械・輸送システム、
化学品、エネルギー、食料、流通事業、ヘルスケア・サービス
事業、コンシューマービジネス事業、ICT事業、コーポレート
ディベロップメント

資本金
 341,482(百万）円

事業概要

創立
1947年

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-3．事例研究：三井物産



北方四島支援事業の後島「ディーゼル発電所」競争入札で、
物産社員が外務省から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、公正な入札を妨害

50

2002年10月 槍田氏が新たに社長就任　

社員のコンプライアンス意識向上に向けた取組み

三井物産に対する世間の印象悪化

国後島ディーゼル発電施設事件
                                    (2002年)

1回目の

不祥事
国後島ディーゼル発電施設事件 (2002年)

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-3．事例研究：三井物産
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【1回目の不祥事後の取組み】

視点①コンプライアンス重視の価値観を示しているか

「世の中の役に立つ『良い仕事』をしよう」　

「コンプライアンス無くして、仕事なし、会社無し」

視点①

経営理念に
コンプライアンス重視の価値観を示している

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-3．事例研究：三井物産



制度に反映させた取組みは
見られなかった
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【1回目の不祥事後の取組み】

視点②　掲げた理念を浸透する取組みをしているか
　

トップによる働きかけはあるが

掲げた理念が制度に反映されていない

　

　　　　なし！

視点②

・社長車座集会
・緊急コンプライアンス講習会
・三井物産役職員行動規範
・槍田社長主体でメッセージ発信
・車座集会への参加

A:トップによる直接の働きかけ B：理念の制度への反映

※社外弁護士2名をコンプライアンス委員会
に招く、各部店にコンプライアンス担当責任
者を設置する取組みはあった。

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-3．事例研究：三井物産



経営理念にコンプライアンス重視の価値観を示している

①結果

ディーゼル車向けのススの浄化装置(DPF)の指定申請時に
虚偽のデータを作成・提出

➡ススの補修率が基準値に達していない製品のデータを捏造して販売していた
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トップによる働きかけはあるが掲げた理念が制度への反映がない

②結果

DPF事件(2004年)

不祥事

の再発 DPF事件(2004年)

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-3．事例研究：三井物産



「世の中の役に立つ『良い仕事』をしよう」　

「コンプライアンス無くして、仕事なし、会社無し」
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●良い仕事を創出するための指針

「金が欲しいのではない、仕事がしたいと

思ったのだ」

「眼前の利に迷い、永遠の利を忘れるごと

にことなく、遠大な希望を抱かれる

 ことをを望む」

良い仕事かどうかは、1人1人が経営理念

と照らして仕事を見直すこと

経営理念に
コンプライアンス重視の価値観を示している

済
【2回目不祥事後の取組み】

視点①コンプライアンス重視の価値観を掲げているか

視点①

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-3．事例研究：三井物産
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槍田社長自らイベントに参加し、社員と直接コミュニケーション

トップが中心となって取組んでいる

●アクティブ・トーク・ウェンズデー
　毎月第3水曜日に役職員同士の交流の場

●良い仕事ワークショップ
 社会に貢献する仕事とは何かを考える

●コンプライアンス強化週間
　朝礼での社長メッセージ、コンプライアンスに関する講演など様々なプログラム実施

社員

②A：トップによる直接的な働きかけがあったか

継続発信

【2回目不祥事後の取組み】

視点②-A

槍田社長

「コンプライアンス無くして、仕事無し、会社無し」

社会 取引先 自分自身

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-3．事例研究：三井物産
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風化させないための、トップが中心となった
長期的な取組みがみられる

②A：トップによる直接的な働きかけがあったか

視点②-A

【2回目不祥事後の取組み】

・『風化させないために。』
事件記録をまとめた新書版の冊子(全230ページ)を製本して

全社員に配布

・回収されたDPF実機を研修所に展示

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-3．事例研究：三井物産
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【2回目不祥事後の取組み】

②B　理念を制度に反映させていたか

槍田社長
【2回目不祥事後】

商社マンであるが故の”数字に走りやすい気質”が問題なら

思い切って、数字による業績評価をやめてみよう！

チャリンとお金の音がしないと仕事じゃないという風潮が社内に

あった。（社長就任時の発言）

商社には“グレーな案件をハンドルすることが器量のうち”という風

潮がたしかにある。（1回目の不祥事を振り返っての発言）

従業員間にコンプライアンス重視の価値観存在せず

いかに利益を挙げるのかという考えを常に重要視！

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-3．事例研究：三井物産
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具体的な評価制度を変更し、コンプライアンスの
理念を社内に浸透させようとしている

●業績評価制度の変更

・売上高の前年比、事業計画の達成度、

新規事業の件数などの数値を年度ごとに

定量的に評価

・その評価が社員のボーナスや昇進に大

きく反映

・2006年～

・営業成績などの業績評価だけでなく、

数字に表れない定性評価をボーナスに反

映

・定量評価：定性評価＝２：８

・相対評価を廃止⇒絶対評価

定量評価 定性評価

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-3．事例研究：三井物産

視点②-B

【2回目不祥事後の取組み】

②B　理念を制度に反映させていたか



1回目と2回目の不祥事後の対応どちらも◎

経営理念に立ち返り

「世の中の役に立つ良い仕事をしよう」
「コンプライアンス無くして仕事無し」

　　　　　　　　　　　　　　　　　という理念をかかげていた！

59

4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-4．考察

経営理念にコンプライアンス重視の価値観を示す

Step1

事例研究の結果



●1回目・２回目不祥事後、社長を中心とした理念浸透の取組み
・社員との交流の場に自ら訪問
・直接的なコミュニケーション

●２回目の不祥事後、社長を中心とした不祥事を風化させない取組
み

・「不祥事が起きた」ことを伝承
・長期的な視野に立った取組み
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4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-4．考察

事例研究の結果

　経営理念を浸透させる取組みとして

「A：トップによる直接的な働きかけ」が行われていたか

Step2
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4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-4．考察

経営理念を浸透させる取組みとして

「B：経営理念を制度に反映させる」取組みが行われていたか

【1回目の不祥事後】
理念を制度に反映し、組み込んでいるような取組みは見られない

【2回目の不祥事後】
理念を人事制度に反映することによって、
1人ひとりの判断基準となる価値観が、経営理念で示されている
コンプライアンス重視のものとなった

事例研究の結果

Step2



？

①経営理念にコンプライアンス重視の価値観を示している

②トップによる直接的な働きかけがあった

③理念を制度に反映させていた

三井物産
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4. 日本企業に求められる今後の取組みとは
　4-5．リサーチクエスチョン２の答え

どのように組織文化へアプローチして、

コンプライアンスに取組んでいくべきか？

経営理念にコンプライアンス重視の価値観を示し、
社内に経営理念を浸透させるために、
トップの直接的な働きかけと、制度への反映を行っていくべき

Answer2

RQ2
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質疑応答
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5. 【1章】問題提起

コンプライアンス

CSR

リスクマネジメント
コンプライアンスは
リスクマネジメントや
CSRにおいて重要！

企業不祥事というリスクを避けるために、

日本企業はどのようにコンプライアンスに

取組んでいくべきか

問題提起
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5. 【2章】企業不祥事の原因と仮説

コンプライアンス制度があったとしても

組織文化が原因となって制度を無機能化させ

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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企業不祥事が起こる原因は何か？

RQ1

コンプライアンス制度があったとしても、

組織文化が原因となって制度を無機能化させ

不祥事を起こすよう働いてしまうのではないか

仮説

　組織文化が不祥事を起こすように 働いていた！

組織文化が、大きな原因となり不祥事が起きている

Answer 1

結果

5. 【3章】事例研究



？

①経営理念にコンプライアンス重視の価値観を示している

②トップによる直接的な働きかけがあった

③理念を制度に反映させていた

三井物産
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どのように組織文化へアプローチして、

コンプライアンスに取組んでいくべきか？

経営理念にコンプライアンス重視の価値観を示し、
社内に経営理念を浸透させるために、

トップの直接的な働きかけと制度への反映を行っていくべき

Answer2

5. 【4章】日本企業に求められる今後の取組み

RQ2
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企業不祥事というリスクを避けるために、日本企業は

どのようにコンプライアンスに取組んでいくべきか？

  問題提起

企業不祥事の大きな原因として組織文化が挙げられた。

その原因に対処するために、コンプライアンス重視の組織文化を作って

いくべきである。

そのような組織文化を作るには、経営理念にコンプライアンス重視の

価値観を示した上で、トップの主体的な取り組みと経営理念の制度への

反映によって、社内にその経営理念を浸透させていくことが求められる。

結論

5．まとめ
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