
組織文化調査のご紹介



企業価値向上に向けての組織文化の重要性
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適切な組織文化の醸成による企業価値の向上

組織文化とは、組織においてその構成員が共有する価値観・行動様式を指します。

組織文化は、主に個々の組織構成員の具体的な行動と組織環境・風土にあらわれます。組織構成員の具体的な行動は組織環
境・風土の影響を受ける一方で、組織環境・風土は組織構成員の具体的行動の総体である側面も有しており、両者は相互影
響し合う関係にあるものとして把握されます。

適切な組織文化は、組織内での不正を防止するとともに、組織の生産性を高め、イノベーションを促進し、企業価値の向上
をもたらします。

組織文化調査・分析は、自社の組織文化の現状と課題の把握を行い、課題への取組と解決を可能にするものです。

個々の構成員の
適切な行動

組織環境・風土適切な
組織文化

組織の総合力の向上・企業価値の向上

構成員が自ら共創・協働する健全でイノベーティブな組織

モラル低下防止 公正・公平感の確保 ・・・

他のメンバーへの配慮モチベーション向上心理的安定性向上

生産性向上 不正防止
・・・
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個人的な利得目的以外の従業員による組織的不正83件の原因分析

「数値目標達成へのプレッシャー」及び「問題のある企業風土」双方に言及のあるもの

「数値目標達成へのプレッシャー」のみに言及があるもの

「問題のある企業風土」のみに言及があるもの

「数値目標達成へのプレッシャー」及び「問題のある企業風土」双方とも言及がないもの

「数値目標へのプレッシャー」
及び「問題のある企業風土」
双方に言及があるもの

「数値目標達成へのプレッシャー」
への言及があるもの

「問題のある企業風土」
への言及があるもの

「数値目標への
プレッシャー」
又は「問題のあ
る企業風土」双
方とも言及がな
いもの
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組織文化と従業員による企業不正

2014年1月から2020年12月の期間で公表された企業の従業員不正に関する第三者調査委員会報告書の分析によると、従業員
による組織的不正の約87%（83件中72件）で、不適切な組織文化が原因として指摘されていました*。

74件中65件で「数値目標達成へのプレッ
シャー」又は「問題のある組織風土」のいず
れか又は双方が指摘されている。

企業不正の約87%で不適切な組織文化※が
原因として指摘されている。

* 2014年1月から2020年12月までに公表された企業不正についての第三者委
員会方向書についての渡辺樹一の調査による。「従業員による企業不正」とは、
現預金の横領や購買不正等の会社資産の不正流用等の個人的な利得目的で行わ
れた不正を除く、不正会計や法令違反を指すものとする。調査は、117件の従
業員による不正に関する第三者委員会調査報告書を対象としており、そのうち
83件が従業員による企業不正であった。



5

組織文化と不正のトライアングル

不正の説明モデルとして「動機」「機会」「正当化」の三要素からなる「不正のトライアングル」があります。

組織文化は、この三つの要素すべてにかかわる問題であると考えられます。

不正

動機

正当化 機会

動機：不正を実行する主観的な事情

例）経営目標達成のプレッシャー

正当化：不正を許容する主観的な事情

例）経営目標達成のため・組織のためといった理由付け

機会：不正の実行を可能・容易にする客観的環境

例）ルールからの逸脱を見逃す雰囲気
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閉鎖的な組織文化による弊害の例

例えば、閉鎖的な組織文化は、組織の不正リスクの増大や生産性の低下を惹き起こすことが懸念されます。

経営効率の観点から、組織の細分化、専門化は不可欠ですが、そのうえで大切なことは、組織の閉鎖性の弊害（タコツボ現
象・サイロ現象）を組織間の連携と組織間、組織内の良好なコミュニケーションにより克服することであると考えられます。

N
o.

閉鎖的な組織文化を有する組織及びその構成員の傾向 弊害の例

1
細分化、専門化された各組織内の従業員が、それぞれ
自分の組織以外で 何が起きているのか知らず、 また、
知ろうともしなくなる。

イノベーティブな共創力を失う。

業務の効率性を失う。

2
自分たちの文化やルールが当然なものに思えてしまう
ため、それらについての 適切性や見直しの必要性など
についてあらためて考える努力をしなくなる。

ビジネス環境の変化に応じた社内ルールの適切化が図
れない。

業務がブラックボックス化する。

3
組織としての部分最適を求める傾向となりがちになり、
企業体としての全体最適を追い求める視野を失う。

企業体としての全体最適を失う。

部門間シナジーを作り出すことができない。

4
（組織が過度に硬直化し、危険なまでに強固に根を張
ると）リスクが 見逃され、また、魅力的なビジネスの
機会も見えなくなってしまう。

ビジネスの機会を逃す。

リスクが放置される。

企業体の経営理念と相いれない独自の組織文化を作っ
てしまう。

主に生産性低下に関するもの 主に不正リスクに関するもの凡例

深
刻
度
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生産性向上の基礎となる組織文化の例

例えば、「自発性と自立性」の文化を有する組織は、「命令と指示待ち」の文化を有する組織よりも業務における組織構成
員の創造性の発揮、柔軟で機動的な対応能力を高めることで、生産性向上が高いと考えられます。

主な内容 特徴

・従業員は、自らの意思で現実を見つめ、課題
に当事者 として取組み、課題の解決や組織
の目標の達成に向けて、主体的に行動しよう
とする意識を持っている。

・従業員のそのような高い責任意識が組織内で
自ずと育まれる。

責任意識を
育む組織

• 部署内、部署間で相談しやすく、自由闊達な議
論ができる。

• ビジネスの機会やビジネスリスクが上層部に迅
速に伝わる。

風通しが
良い組織

• 従業員の多様性を束ねて機能的に統合し、合理
的な共通の目標を実現させようとするマネジメ
ントができる。

多様性を
活用する組織

• 自部署に必要な情報が他の部署から流れてくる。
• 技術、製造、営業、管理その他部署間で協力し

合うことができる。
• 自部署の方針を尊重しつつも、全体最適からも

物事を考え、提言することができる。

個別最適より
全体最適を
優先する組織

• 部署間でのオペレーショナルな問題に対し、問
題の所在を結論付けて、部署間で、解決に向け
た役割分担を決めることができる。

摩擦を
乗り越える

組織

• 例外は事前に報告され、対応される社内ルー
ルを状況の変化に合わせて柔軟に変更するこ
とができる。

例外対応が
できる組織

特徴 主な内容

責任意識が
育たない
組織

・従業員には、自主的に現実と課題に向き合い、
課題の解決や 組織の 目標達成に向けて主体
的に行動しようとする意識はない。

・組織には、従業員の責任意識が育つ環境には
ない。

風通しが
悪い組織

• 部署内、部署間で相談がし難く、表層的な人間関係
にとどまる。

• ビジネスの機会やビジネスリスクが上層部に伝わら
ない。

同質性を
求める組織

• 同質化した従業員のモラル（士気）を高め（時とし
て実現不可能な）目標達成を無理やり目指そうとす
るマネジメントを行う。

全体最適よ
り個別最適
を優先する

組織

• 自部署に必要な情報が他の部署から流れてこない。
• 技術、製造、営業、管理その他部署間で協力し合う

ことができない。
• 自部署の方針のみに固執し、全体最適から物事を考

える視野はない。

摩擦を
回避する
組織

• 部署間でのオペレーショナルな問題に対し、自部署
に都合の悪いことは棚に上げて先送りする。

例外対応が
できない
組織

・例外は事前に報告されず、放置される。
・社内ルールに無理やりはめ込もうとして不正
に繋がるような拡大解釈や裏技を志向する。

「自発性と自律性」の組織文化 「命令と指示待ち」の組織文化

イノベーティブで機動性・生産性の高い組織 閉塞感があり機動性・生産性の低い組織



組織文化調査の実施の流れ
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組織文化調査の特徴

組織文化調査の特徴は、組織全体の課題を抽出し、組織構成員全員での課題解決への取組みにつなげる点にあります。

組織文化調査 従業員満足度調査 コンプライアンス意識調査

調査の目的

企業が目指す組織文化・風土を醸
成、維持し、浸透させるうえでの
課題分析や施策の策定に用いる。

調査から浮き彫りになった課題を
改善して健全でイノベーティブな
企業風土を醸成、企業戦略を浸透
しやすくすることにより、企業価
値の向上を加速化させ、また企業
価値の毀損を防止する。

企業や組織、職場の課題分析や
経営方針の策定に用いる。

調査から浮き彫りになった課題
を改善して従業員満足度を向上
させることで、従業員のモチ
ベーション向上、業績の向上、
採用力の強化や人材流出のリス
ク低減などのメリットにつなげ
る。

コンプライアンスに関する課題
分析を行いコンプライアンス施
策の策定に用いる。

調査から浮き彫りになった課題
を改善して従業員のコンプライ
アンス意識を高めるとともに、
コンプライアンス違反情報の収
集も行い、対策を講じることに
よりコンプライアンス経営の達
成度を高める。

調査の項目
企業が望んでいる組織文化・風土
と現状との乖離の有無、実態と課
題、課題解決のための情報

業務内容や人間関係、待遇や会
社への愛着など、会社への満足
度に関する実態と課題など

企業倫理や法令遵守に関する意
識や職場の実態と課題など

担当部署 （経営企画・内部監査部門など） （人事総務部門など） （法務部門など）

調査の対象 従業員（及び執行役員） 従業員 従業員

経年評価
経年評価を行うことで組織文化・
風土の醸成・定着のための施策の
浸透等の把握が出来る。

経年評価を行うことで従業員満
足度の変化や向上のための施策
の浸透等の把握が出来る。

経年評価を行うことでコンプラ
イアンス教育や施策の浸透等の
把握が出来る。

フィードバッ
ク

評価の低い項目については、原因
や課題、施策に関する意見を、従
業員に求める。

一般的には、満足度の低い事項
の原因や課題、施策に関する意
見は、従業員には求めない

一般的には、課題の原因や施策
に関する意見は、従業員には求
めない
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組織文化調査の進め方（例）

組織文化調査・分析は、対象決定、作業仮説の設定を行った後に、質問票の作成・調査実施を行います。

その後、回答結果の分析を踏まえ、貴社の組織課題やその解決に向けてのアプローチを検討します。

プロセス 内容 備考

準
備

1 対象者範囲の決定 アンケートを行う従業員、（執行役員）の対象範囲を決定します。

貴社ご担当部門
との打合せを行
います。対象に
海外のグループ
会社を含めるこ
とも可能です。
（但し質問票は
英語対応のみと
なります。）

2 対象カテゴリーの決定 診断の対象とするカテゴリーを決定します。

3 作業仮説の設定
貴社が目指す組織文化や調査を通じて検証したい現状の課題の検討
を行います（可能であれば、役員インタビューを実施させていただ
きます）。

組
織
文
化
調
査
・
分
析
の
実
施

4 質問票の作成
貴社担当部門が認識されている課題仮説も加味して、調査票や設問
の内容を決定します。

5 調査票の配布 調査票及び／又はWEB調査票を配布します。
貴社ご担当部門
にてお願い致し
ます。
※ITツールは当
社がご提供致し
ます。

6 調査票の回収 調査票を回収します。

7 調査票の集計・分析 調査結果を集計し、分析結果と課題の報告を行います。
貴社ご担当部門
との打合せを行
います。

提
言

8 提言
調査・分析の結果を踏まえて、当社の視点での貴社の具体的な施策
（課題解決策）の提言を行います。
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組織文化調査のカテゴリーの例

組織文化は、経営トップの姿勢に加えて、経営戦略や組織構造、報酬体系、人事慣行などの要因の影響を受け形成されます。
また、以下の形成要素について相互に影響を及ぼし合っています。

企業風土の形成要素 ポイント 組織文化調査のカテゴリー

1 企業風土全般（職場環境、会社か
ら従業員に求める行動と従業員の
行動の実態）

風通しが良く、多様性を活用でき、部分最適よりも全体最適を求め、摩
擦を乗り越えて相互理解が深化し、例外対応ができる組織は、組織の閉
鎖性の弊害を克服したイノベーティブで生産性の高い組織となる。

組織毎、及び会社全体の共創・
協働力の度合い、部署毎の組織
の閉鎖性の弊害の克服状況

2 組織内での異なる文化 企業形成上の背景や上層部のコミュニケーションが不全な場合など、例
えば、財務部門がより保守的な文化を持つ一方、営業部門がより積極的
な文化を持つなど、組織毎に異なる文化が根付いている場合がある。ま
た、役員層、管理職層、担当者層で異なる行動文化が存在している場合
がある。

部門別・階層別の企業文化格差
（縦割り・層別での文化的断
絶）の発生状況

3 明示的な経営理
念・行動指針と実
際の行動文化との
乖離

数値目標達成
へのプレッ
シャー

数値目標達成への合理的なプレッシャーは、従業員のアカウンタビリ
ティを醸成する。一方、数値目標達成への過度なプレッシャーは経営理
念や行動指針に反する従業員の行為を誘発させうる。

数値目標達成へのプレッシャー
が従業員の行動心理（アカウン
タビリティ）に与えている影響

倫理・行動基
準 の欠如

経営層が役職員に期待する行動指針につき、社会からの期待や社会的要
請も含めて明確しに、その期待との整合性や乖離を表す観察可能な行動
を明示することが理想的。これらの不明確さが組織の生産性の低下や企
業不祥事を生み出す場合がある。

自社の倫理規範の理解度や浸透
度

業界や組織の
慣行

業界や組織の慣行を旧来のまま引きずっている企業においては、往々に
して説明責任の制度化を阻む組織文化があり、それは組織階層に対応し
て責任転嫁を容易にする、そして、 権限行使についての説明責任が問
われないような組織文化を伴うことが多い。

業界慣習が自社の文化に与えて
いる影響の度合い

4 組織体の拡張 企業体として築き上げた行動文化が、海外事業展開やM&A等により希
薄化され、グループとしての本来のシナジーの発揮や企業体としての効
率性に悪影響を与える場合がある。

PMIの進捗度やグループ会社別
の組織文化がグループシナジー
に与えている影響（推奨オプ
ション）

5 役員間のコミュニケーション 役員が双方向にコミュニケーションを深め、経営チームとして共創力を
高めることは、企業価値向上を大幅に加速化させる可能性を高め、配下
の組織文化・風土に多大な好影響を与える。

役員間の双方向のコミュニケー
ションの状況（オプション）
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質問票のイメージ（サンプル）① 趣旨説明（表紙）

「・・・・・・・」という経営理念のもと、当社は、グループとしての経営理念が共有された、「自発性と自律性」のあ
る役職員による「イノベーティブで生産性の高い組織」を目指しています。
具体的には、以下のような組織を目指しており、この度、当社の現状を把握するため、役職員各位に無記名式のアンケー
トを実施することと致しました。

風通しの良い組織
・部署内、部署間で相談しやすく、自由闊達な議論ができる職場環境にある。
・ビジネスの機会やビジネスリスクが上層部に迅速に伝わる組織環境にある。

多様性を活用する組織 ・従業員の多様性を束ねて機能的に統合し、合理的な共通の目標を実現させようとする
マネジメントができる。

個別最適より全体最適を
優先できる組織

・他の部署の情報が流れてくる。
・技術、製造、営業、管理その他、組織間で協力し合うことができる。
・自部署の方針を尊重しつつも、全体最適からも物事を考え、提言することができる。

摩擦を乗り越えて相互理解が深化
する組織

・部署間でのオペレーショナルな問題に対し、問題の所在を結論付けて、部署間で、解決に向け
た役割分担を決めることができる。

例外対応ができる組織
・例外は事前に報告され、対応される
・社内ルールを状況の変化に合わせて柔軟に変更することができる

あなたの職位と所属部署、会社名をご記入ください。

次ページからの質問の回答欄の該当する箇所にチェックをし、コメントのある場合は簡潔に記載願います。
特に 1・2を選択した場合にはなぜそう思うのか、どうすれば良いと思うのかなどについて可能な限りで具体的なコメントをお願いします。

１そうは思わない ２あまりそう思わない ３どちらでとも言えない ４まあそう思う ５そう思う



アンケート項目（例）
回答

コメント
1 2 3 4 5

１．組織風土について

① 組織は、相談し易い環境にあり、自発性が評価される環境にある。
モノが言える風通しの良い環境にあり、命令と指示待ちの職場風土ではない。

② 協議を行うための社内会議では、忌憚のない議論が交わされている。
上位の者が、他の参加者の意見を封じ込めようとするような雰囲気は少し
もない。

③ 部署を跨って生じた問題等については、部署内の意見をまとめ、問題の解決
にむけて部署間で結論を出そうという雰囲気、体制ができている。都合の悪い
ことは棚に上げて先送りするようなことはない。

④ 社内ルールについては、ビジネスの状況の変化に合わせて柔軟に変更する
ことができる雰囲気、体制ができている。例外は事前に報告され、放置
されるようなことはない。社内ルールに無理やりはめ込もうとして不正に
繋がるような拡大解釈や裏技を志向するようなことはない。

⑤ 組織は、従業員の多様性を束ねて機能的に統合し、合理的な共通の目標を
実現させようとするマネジメントができている。

⑥ 個人や組織に与えられる目標は、実現不可能で不合理なものではない
と感じている。

⑦ 各組織内の従業員は、それぞれ自分の組織以外で 何が起きているのか知らず、
また、知ろうともしないという傾向にはない。各組織内の従業員は、他部署
との連携を図るためにも他部署の業務を理解しようとしている。
また、その志向は、組織内で評価される。

⑧ 自身が不正の疑いを発見した場合、内部通報制度を活用することができると
思う。

⑨ 数値目標の達成よりもコンプライアンスが優先される職場風土にある。

自由記入欄
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質問票のイメージ（サンプル）② 回答欄



本資料に関しては次のウェブサイトからお問い合わせください

合同会社御園総合アドバイザリー

hppt://misonosogo-advisory.jp


