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企業倫理実践をどう理解対応するのか 

－働く人はどう企業倫理を実践し、－ 
 
－企業はどう対応するのか－  

 

ＢＥＩビジネス倫理研究所代表 

経営倫理士  山口謙吉  

 

 
日本で企業倫理が問われてから久しい。だが、企業不祥事は一向に止みそ

ない。今年に入ってからでも日本歯科医師会事件など社会を揺るがす大き

祥事が相次いでいる。   
方で、急激な発生を見せているのが個人情報の漏洩事件で、今年に入って

１万件以上最大で４５０万件の個人情報を漏洩した企業が１１社にものぼ

さである。本格的なネットワーク時代を迎えつつあるなか、私を含め国民

って身近な重要問題として不安を感じざるを得ない。  
のような気持ちが、日本経済新聞社と日経産業消費研究所から先日発表さ

調査に現れている。これは、電子政府・自治体の行政サービスについての

意識調査で、前提となる「個人情報保護」に不安を感じるとの声が９０％

もあるというものである。 

方で企業の意識については漏洩事件の大半が「人」会社の関係者によるも

もかかわらず、従業員による情報漏洩対策をほとんど意識していない企業

いという結果も出ている。これは、東京証券取引所の株式上場企業約 2000

対象に総務省が今春実施した情報セキュリティに関する実態調査で、企業

報管理体制整備の遅れが目立つというものであった。また、別の調査によ

個人情報の漏洩事件は社内で発生している割合が 65％、社外で社員が起こ

のも入れるとその数値は 80％にも及ぶという結果が出ている。つまり、問

「人」ということだが、その「人」会社の関係者にどのように対処してい

かという結果が多々出ているにもかかわらず、十分な手を打っていない企

多いのには驚かされる。来年の個人情報保護法施行までに変わっているこ

希望したい。 

人情報を保護することは、企業倫理を実践することとは別のことではない

であるが、なぜか漏洩事件が毎週のようにある。個人情報を活用する企業

理体制不足が招く情報主体である国民の不安を解消していくために、企業

の実践はどのように行われていくべきなのだろうか。そして、働く私たち

のように企業倫理を理解し実践していけばよいのか、基本的なところから

てみたい。 
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企業倫理の理解はことばから 

１．ことばの整理とその概念  
 
何のために、どう企業倫理を実践するのかを理解するには、そのことばの概

念を先ず知ることが重要である。  
企業における倫理について示すことばは、「経営倫理」「企業倫理」「ビジネ

ス倫理」「コンプライアンス」などあり、最近では経営全体に関わる倫理的な概

念として「ＣＳＲ（企業の社会的責任： Corporate Social  Responsibi l i ty）」と
いうことばも出てきている。  
ことばの用い方は企業により様々で、企業内での役割と内容には幾分かの違

いはあるにせよ、ことばとしての概念はほぼ同じといえる。  
ＣＳＲを除くこれらの基本的な概念は、企業が事業活動を推進していくあら

ゆる場面で、「法令遵守」という大前提に加え「社会規範、企業内ルールを遵守」

することは当然のことながら、従業員や顧客などの「プライバシーや人権を尊

重」するとともに、「社会との共生」という企業存在の根本である社会性という

ことにも配慮し「利益の確保」を図っていくことである。このことを明文化し

たものが各企業で制定されている「倫理綱領」や「行動指針」「行動基準」など

である。  
一方、ＣＳＲの概念は、事業活動だけでなく事業外活動にも及び広い意味合

いをもっている。前述の概念に加え、企業が、事業外活動で社会、ステークホ

ルダーに対してその体力（利益、施設、技術力などで社会に活用できる余力、

進出地域への提供商品やサービスなど業務を通じてのこと）に見合った程度、

形で、自主的に社会、地域、人々の発展に貢献していくことといえる。  
 
 

企業の規模に関係なく導入の裾野が広がっている 

２．企業倫理実践導入の潮流  

 

グローバルな経済社会のなかで事業展開する日本企業においては、この命題

は避けて通ることは出来ない。私たちはこのなかで、自社もどうあるべきなの

か考える必要がある。企業倫理は社内にあるというだけではダメである。実践

していなければ何の意味もないし、かえって、あるのになぜ実践していないの

かということになり、企業の価値を落とすことにつながる。 

現在、大企業のＣＳＲ導入によるサプライチェーンの管理ということもあっ

て、企業倫理の導入を進める企業の裾野が確実に広がってきているようである。  
いままでの導入起因を大別すると①不祥事を発生させた為、②他社が始めた

からという横並び意識の為、③新しい企業価値の創造の為の３つであったが、

それに④親会社、取引先などからの要請の為ということが加わってきている。
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企業の自主的な行動が求められる現在において、まだ意識が低いところが多い

のかと思うと残念である。願わくばそのようなところでも、三番目の導入意識

に切り替えて望んでほしいものである。  
同じような動きが個人情報保護に関する認証資格「プライバシーマーク」の

取得にも起きている。公的機関の入札条件、取引先からの要請、親会社からの

要請などこれも外圧による取得の動きが活発になってきたのである。  
これらのことは企業倫理の導入が、企業の規模、業種にかかわらず全企業に

広がり始めているということで、いまの一般社会の認識の流れがここにある。  
 
 

従業員は自分の限界を知り、行動することだ 

３．企業（組織）内における「個人の限界」  
 
 個人が企業（組織）を離れ市民生活をしているときの状況と企業のなかで仕

事（会社生活）をしている状況を比較すると、企業のなかで人間という個人の

弱さ「限界」が常につきまとってくる。実はここに企業倫理の実践のポイント

があり、私たちの処し方、企業としての対応すべき事などが示唆されているの

である。  
「個人が市民生活を営みながら特に意識していることがあるか、あればそれ

は何か」というインタビューを約５００人にした結果だが、一般的に市民生活

において特別何かを意識している人の数は少ないようである。あっても「他人

に迷惑をかけないように」とか「社会のルールを守る」「秩序を乱さない」とい

うようなものが多く、特別な答えは出てこなかった。読者の方々はどうであろ

うか。このことは、一般的な人は、市民生活を営む上で特別に「法令遵守」な

どと意識していなくても、法を犯すこともなく、つつがなく市民生活を営んで

いることになる。ある意味で、人は意識しなくても「倫理」的に生活している

といえるのではないか。  
では、企業のなかの個人、つまり組織の一員として会社生活するときにはど

うであろうか。市民生活では非倫理的なことをしない個人が不祥事を起こし、

時には逮捕されるという事態が起きている。これは何故であろうか。この原因

を市民生活と会社生活という二つの生活における行動について比較検証してみ

た。（図表１）企業は価値観の違う人間の集まりであるから目標達成には一定の

ルールが必要とされてくる。共同して事に当たる。ここに倫理の実践を組織的

に取り組む必要性が出てくるわけである。  
結果は、組織のなかの個人は「最終決定者ではなく」自分で決められること

には限りがある。また組織は「自浄作用（システム）」という仕組みがなければ

自制心が発生しない。つまり、組織のなかでの個人には「個人の限界」があり、

仕組みやルールが無ければ、不祥事の発生を未然に防止することが出来ないと

いうことなのである。  
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［図 表 １］             ＜市民生活と会社生活の比較＞  
項  目  市民生活  会社生活  

意思決定  

（判断基準） 
最終決定者は自分  上司の決定優先  

秩序維持 社会秩序維持優先  社内秩序維持優先  

法令遵守 無意識的に遵守  
関係法令を意識し遵守  

（知らないでは済まされない） 

自制心 

（自浄作用） 
自然に働く 

仕組みがなければ働かない 

（集団では仕組みが必要） 

出典 ：ＢＥＩビジネス倫理研究所  

 

企業倫理の実践の説明が出来ない企業は衰退する 

４．企業倫理を実践している姿、「形」が求められている  
 
 ビジネス倫理の実践を内外に認めてもらうためには、その仕組みという「形」

が必要になってくる。現在は、言うだけ、概念だけでは実践していると認めて

はくれない。このように実践しているという「形」を示さなければ納得してく

れない社会環境にある。このことは、不祥事を起こした企業の記者会見場での

記者たちの質問を聞くとよくわかる。  
どのような仕組みを作ればよいのかということだが、一般的な仕組みの具体

的な例としては、実践システムの構築、運営を進めるための自浄システム（図

表２）を中心とする「企業倫理プログラム」（図表３）がある。企業はこの構築

とその運営のために「ＰＤＣＡ化」していくことが重要で、これが社会やステ

ークホルダーから求められている。また、「自浄システム」の運営については公

益通報者保護法の制定もあり、通報内容の活用方法と個人情報の保護を明確に

するとともに、通報内容は組織の課題として位置付け、改善のための円滑な運

営を図ることを公表することが重要になってくる。企業倫理プログラムの主な

内容は次の通りである。  
①倫理綱領、企業行動指針などを制定し、その実施を宣言、公表する。  
②推進組織の構築  
・ 副社長クラスの担当役員の任命、常務以上の役員及び弁護士等外部の人

間を交えた倫理委員会等の設置  
・ コンプライアンス部、企業倫理部などの専任部署及びその責任者の任命

とスタッフの配置、相談受付担当者の配置  
・ 倫理関係の制度、規程類の整備  
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③フォロー体制の整備と実施  
・ 短期、中期の企業倫理実践計画の立案  
・ 教育研修プログラムの策定と定期的実施  
・ ヘルプライン等を設置し、内部通報体制を整備（自浄システムの核）  
・ 「気づきのシステム」を導入し、常に従業員の自主的な行動を促す  

④モニタリング制度の整備  
・ ＰＤＣＡのマネジメントシステムによる恒久的な運営の確立  
・ 倫理監査、意識調査、自己点検などを定期的に実施  
・ 監査結果の人事評価への反映  
・ 企業倫理実践レポートの作成と公表  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［図表２］出典 ：ＢＥＩビジネス倫理研究所  
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参考：自浄（機能）システム

ホットラインを中心に構成されており、企業内で
問題となりそうなことを事前に見つけ、組織とし
て改善し、不祥事等の問題の発生を未然防止
するシステムである。社内、社外窓口設置
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[図表 ３] 出典 ：ＢＥＩビジネス倫理研究所  
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実践システムの運営と制度化

倫理プログラム（例）とＰＤＣＡサイクル

①実施宣言･･････倫理綱領の制定、配布、公表

②推進組織･･･････企業倫理委員会･倫理室設置

③フォロー体制･･･相談対応のホットライン整備・自浄システム

（浸透活動） ・教育、研修体制・ツール類制作

④モニタリング････倫理監査・自己点検・倫理意識アンケート

（実態把握） ・倫理自己診断

短
期
計
画 実践・研修 監査・調査

改
善

上記③と④についてＰＤＣＡ

 

従業員は疑義のあることをそのままにしないことだ 

．企業倫理実践の方法とその意義  

それではどのようにして私たちは企業倫理の実践をしていけばよいのかと

うことだが、先ず、何のために実践するのかという基本的なことを理解する

とだ。それは、その意義と企業内における個人と組織の役割を知ることが重

である。理想的には全従業員が理解し、推進することであるが、現実的には

業という集団のなかの各個人には価値観のバラツキがあり、そうはいかない。

こで、なぜ実践するのかという基本的なことと、業務遂行中に最低実施して

しいことを考えてみる。  
一つ目はなぜ実践するのかということだが、その意義を理解しておくことで

る。意義の視点は二つあり、従業員にとっての意義と企業にとっての意義で

る。その内容は次の通りである。  
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 ○従業員にとっての意義  

企業倫理に違反すると思われるような言動や仕組みを見つけ、改善して  
いくことで、自信をもって働ける職場環境に変えていくことにつながる。  

 ○企業にとっての意義  
全従業員の倫理綱領または企業行動指針等に則った企業活動の結果が  
「社会的信用」を向上させ、社会やステークホルダーから「社会的責任  
を遂行する企業」として支持されることになり、持続的発展につながる。  
 

二つ目は最低実施すべきことで、組織内の個人には自ずと限界があることを

認識し、従業員と企業には次のような役割があることを理解することである。  
 
○従業員の役割  
たとえ上司の指示であっても疑義に感じることをそのままにしないで  
しかるべき部署へ相談し、確信をもって業務遂行する。  
時には、ヘルプライン等を利用し問題点を通報する  

○企業の役割  
従業員が企業倫理を実践できるような環境作りとあらゆる支援をする  
ことである。  

 
 異論のある方もおられようが、重要なことをもう一つ。最近の企業不祥事の

結果などの状況を眺めていると企業と従業員は運命共同体という思いが出てく

る。結局、企業が、従業員が不祥事を起こすような環境を改善していかなけれ

ば、また従業員が企業倫理を実践しなければ、企業の存続が危うくなるという

ことである。ここに企業倫理を企業全体で取り組む本質があり、企業倫理を実

践する意義があるわけである。  
 
 

ジレンマの克服が人と企業の成長を促す 

６．企業倫理実践とジレンマ  
 
 倫理、倫理といってろくな接待もしなければ、ライバル企業に負けて営業数

字をあげられない。とか、お客さんのことばかり考えていては思うように目標

が達成できない。など現場のジレンマをよく聞いたが、最近は、企業倫理の社

会的認知も高まり、口に出す従業員は少ないようであるが、現実的にはどうな

のだろうか。  
自分が強者（例えば購入者）の時はいいが、弱者（例えば納入業者）のとき

は企業倫理違反に抵触しそうな相手の要求をのまざるを得ないことがまだまだ

あるのではないだろうか。力関係によるジレンマである。このような場合、さ
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らに自分のノルマの達成を考えると少々のことくらいは・・という考えになり

がちである。出世、ノルマ達成、ライバルとの競争など自己実現へのジレンマ

である。ここには「個人の限界」があるわけで、従業員がどのように対応する

のか、対応する仕組みが用意されているのか、企業として企業倫理実践にどう

取り組んでいるかが如実に出てくるところである。  
全ての企業活動は、社会との信頼性を向上させ、社会的責任を果たす結果と

して利益の確保と持続的な発展を得るためにあると考える。つまり、企業倫理

の実践は有形、無形の企業利益につながってくるということで、従業員のジレ

ンマを解消する企業努力がなければこれは難しい課題となる。ジレンマを企業

全体で克服する活動が個人の成長を促し、企業もさらに発展を遂げることにな

るのである。  
 

以上  
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