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2020年不祥事動向・アンケート調査(ワースト 10) 

2021 年 1 月 19 日 

 

日本経営倫理士協会(ACBEE JAPAN)では、24年にわたり資格講座はじめ幅広い経営倫

理教育・実務指導に取り組んできました。特に企業不正・不祥事研究には実績を積み上げ

てきました。データの収集分析は客観的で公正な視点が求められています。企業のコンプ

ライアンス意識も進み、社内教育・研修の際、最新データの必要性が高まっています。不

祥事動向アンケートの類似調査は少なく、ACBEE独自の専門的調査への評価、信頼性は

高まっています。 

 

INDEX 

【はじめに】 最新、公正、正確なデータが必要 

【第１部】 「2020 年不祥事動向アンケート」の結果 

【第 2 部】 「2020 年不祥事動向アンケート」分析と課題 

      

【はじめに】 

「ACBEE不祥事動向アンケート調査」は 2010 年にスタート、今回で 11年目（11 回）

になった。毎年の企業不正・不祥事はじめ、政治倫理違反や公務員倫理違反等の主要なケ

ースを対象に回答対象としている。現在主要メディアやシンクタンクによる内閣支持率や

景気動向を対象とする世論調査が実施されており、アンケートの回答者は不特定多数とな

っている。ACBEEアンケートの特色は、回答者を経営倫理士に限定、経営倫理の専門家

による、年間動向調査であること。 

 不正・不祥事という個人や組織にとって重大なテーマだけに、回答対象は、ACBEE ホ

ームページ「経営倫理フォーラム」等で報道したデータを整理・リスト化して回答者向け

に事前資料として配信している。今回は、2020 年 1 月～12月 20 日、までの回答対象案件

リストを ACBEE 編集部が作成。アンケート実施期間は 2020 年 1月 1 日から 8 日。 

 

 

 

回答者の属性内容は―(いずれも%)  

(イ) 男女比  男性 81 女性 19  

(ロ) 所属会社の主要な業種分類 
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製薬・販売 19.4 ガラス 16.5 繊維 15.5  食料品 9.7 

(ハ) 現在の担当職務 

販売・マーケティング 77.6  総務 9.3 

(ニ) 現在の役職・役割 

管理者 45.8  その他 38.3 役員 11.2 

(ホ) 勤務地 

関東 87.3  関西 8.2 

 

 回答率は「２５％」前後で推移 

(A)「2020 年」対象はメールアドレス登録の経営倫理士 419 名 

回答率は 26.5％ 

 

(B)「2010～2019 年」経営倫理士対象に 200名を無作為抽出  

回答率は 10年間通して 25～30％ 

 

 回答に付記された意見・感想等(一部紹介) 

 企業不祥事ではないが、２０２０年は政府による答弁拒否、嘘が目立った年であった

と思う。なぜそれが許されるのか理解に苦しむ。 

 個人的には、業界規約が厳しいはずの製薬業界で起きた D10 小林化工の不祥事が非常

に印象に残っております。ヒューマンエラーを防ぐためにチェック体制などはあった

にも関わらず、そのチェックの手順を守るのは人間なので、やはり根本的な人間の倫

理観が不祥事には影響しているのだな、と改めて思いました。 

 ワーストといいながら、10 件を選ぶのは多過ぎると思いました。 

 昨年も、名だたる企業や行政機関で不祥事が発生しており、年間を通して振り返るこ

とのできる本資料は、大変貴重と思います。今後も継続していただけますと有り難い

です。 

 毎年のアンケートで自身の振返りができ、本人にとっても有意義です。 

 今年の最大の不祥事は、政府による新型コロナウィルス感染防止対策に関する施策の

不手際・遅延ではないでしょうか。最たる不祥事はアベノマスクと Go To事業だと考

えます。 

 Ｄ２菅義偉首相と日本学術会議は、政治判断であり、不祥事とは認識しない。 

 安倍元総理の「桜を見る会」の案件が入っていればこれを選択したいと考えていまし

た。国を代表する人物の不祥事としては、最大だと考えます。 
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【第 1部】「2020年不祥事動向アンケート」の結果 

 2020 年不祥事動向・速報版（2020、1、12） 

回答件数上位 10件 

      （別表１） 

順位 組織名・企業名 内 容 回答数 

1 関西電力 役職員の多額の金品受領の疑惑深まる 83 

２ 黒川弘務 東京高検検事長 賭け麻雀 71 

３ 神戸市教育委員会 市立東須磨小教員間のパワハラで処分発表 66 

４ 小林化工 爪水虫治療経口服薬被害 62 

５ 第一生命保険 顧客からの多額詐欺 60 

６ 聖マリアンナ医科大学 不正入試疑惑への対応 48 

 東京ミネルヴァ法律事務所 不明朗会計の疑い 48 

8 清水建設ら４社 下請け含む裏金作りなど 46 

 東京証券取引所 システム障害で売買終日停止 46 

10 NTT ドコモ 不正預金引き出しによる被害拡大 43 

11 三重大学附属病院 診療報酬不正請求 36 

※12 月 20 日以降の追加記載＝「桜を見る会・疑惑」に対する安倍元首相の謝罪問題 

 

 2019 年不祥事動向 

回答上位 10件 

（別表２） 

順位 組織名・企業名 内 容 回答数 

1 かんぽ、ゆうちょ、日本郵政 グループによる不適切販売 34 

２ 関西電力 役職員の多額の金品受領が発覚 30 

３ 神奈川県、富士通リース、ブロー

ドリンク 

廃棄 HDD不正転売 、それによる情報漏洩 16 

４ 神戸市立東須磨小学校 教諭間のパワハラ、いじめの発覚 14 

５ 日産自動車 ゴーン問題はじめガバナンス体制の不備 11 

６ 吉本興業 所属タレントの反社会的勢力との接触、闇

営業 

10 

７ リクルートキャリア 内定辞退率予測の不適切販売 ８ 

７ 厚生労働省 毎月勤労統計調査の不正 ８ 

７ メディセオなど 病院用医薬品の談合容疑 ８ 

10 セブン-イレブン 残業代の一部未払いなど ７ 
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10 三菱電機 自殺教唆など ７ 

 

 

 「関電 1位。」真相究明へ新たな関心が集中 

ACBEE の 2020 年「不祥事アンケート(ワースト 10)」の集計結果が発表された（別表

１）。1 位は「関西電力」（83 票）。「関西電力の役職員による多額の金品受領」は、2019

年 9月、贈賄側の福井県高松市の元助役に対する金沢国税局の税務調査で発覚。関電内に

設けられた調査委員会で報告、発表した。しかし、究明不十分として新たに発足した第三

者委員会（委員長・但木圭一 元検事総長）が 2020 年 3 月調査結果を発表。同事案に対

する関与は、金品・人員と共に拡大、原発工事などの代金が会社サイドに還流していたと

認定。関心は、前年の回答より高まったとみられる。本件は 2019 年アンケートでは 2 位

だった（別表２）。 

2 位「黒川弘務 東京高検検事総長」（71票）では、黒川検事長（当時）と主要メディ

ア記者らの賭け麻雀に対しての指摘で、検察庁法改正の動きと相まって関心を集めたとみ

られる。3 位「神戸市教育委員会」（66）市立東須磨小学校での教員間でのパワハラ・いじ

めによる案件で、発覚は 2019 年で同年アンケートでは 4 位だった。2020 年 2 月に市教委

が関与した教諭 2人の免職を含む懲戒処分発表。投票対象に注目された。さらに 4位「小

林化工」（61）は、皮膚病治療用の経口真菌錠剤によるとみられる被害が続発、医療関連

事故への関心の高さが示された。5 位「第一生命保険」（60）は、山口県周南市の同社徳山

分室の女性が高額利息をつけるとして 10年以上にわたり顧客 24 人から約 19 億円を騙し

取っていたことが、12 月に発覚した。なお表記されていないが、第 11位は「三重大学医

学部附属病院」（36）での、准教授医師のカルテ改ざんによる診療報酬不正報酬による対

する回答だった。 

さらに 12 月 20 日回答対象締切り以降の追加として,「桜を見る会・疑惑に対する前安倍

首相の謝罪問題」を記載。 

 

 

 

【第 2部】2020年アンケート 分析と課題 

【A】2020 年(１年間)のアンケート動向  

2020 分析結果、動向の大きな特色は①「真相・背景」の徹底究明、再調査に対する関心の

高さ②医療機関や市販薬の不正など生命、健康関連への指摘③不正会計問題が保険、金

融、建設業界で発覚、同問題の続発傾向が示された。 

① については、「関西電力」（１位）「神戸市教育委員会(市立東須磨小のパワハラ不祥
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事)」（３位）は、ともに発覚時点で、2019「ワースト 10」内に入っていた。ところ

が、最初の調査機関が調査不十分として、改めて特別委員会が設置され、解明へ動い

た。発覚時のみに限定した単発型不祥事評価でなく、再度の調査委員会による踏み込

んだ真相究明の必要性が求められている。 

② では「小林化薬」（４位）の、水虫治療の経口薬による被害問題や「聖マリアンナ医科

大学の入試疑惑に対する対応」（６位）、「三重大学医学部附属病院の診療報酬不正請

求」（11 位）など、医療関連に厳しい指摘を受けている。 

③ 「第一生命保険」(5 位)の特別融資を持ちかけによる巨額詐欺や建設大手の下請け業を

巻き込んだ不正疑惑など会計関連不正・不祥事が後を絶たない。 

 

 不祥事多様化‥‥回答状況に変化 

【B】2010 年～20年(11 年間)のアンケート動向 

2020 年アンケート(別表 1)2010～2019 年不祥事動向調査結果 

不祥事動向アンケート調査の 11年間を追跡調査していくと日本産業界の“負の現象”と言

われる非経営倫理的事例が明確になってくる。年毎に、不祥事の種類、内容の変質が続

き、ケース・スタディを深めていく必要がある。 

本アンケート調査がスタートした 2010 年,11 年にはは、「トヨタ自動車・リコール問

題」「大阪地検特捜部証拠データの改ざん」「東京電力・原発事故」「オリンパス・巨額損

失隠し」など大規模不正、不祥事が続発、それぞれの年に 1～2 位にランクされている。

さらに 2016 年には「電通・長時間労働による過労死問題」「三菱自動車・燃費試験不正」

が、1,2 位にランクインされている。いずれも日本産業界を大きく揺さぶった不祥事で、

後遺症が尾をひいているケースもある。 

 

11年間の本アンケートの回答の集中度を分析してみると、類型的な動向がみえてくる。

背景に産業界の合理化、働き方の変革、情報化の進展、市場調整、金融動向など新しく多

様な要素が連動している。以下に主な類型を追跡してみる。 

 

 「情報」関連や、「ハラスメント」急増 

① 「情報セキュリティー関係」 

大きな不祥事としては 2020 年の東証システム障害での終日売買停止、2015 年、18年の日

本年金機構の個人情報流失などが目立つ。情報化社会の進展と共に、流失のケースも多様

化して、被害も拡大している。 

・東京証券取引所(2015 年 8位) 

・NTTドコモ(2020 年⑩) 
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・日本年金機構個人情報の不適切取り扱い(2018 年⑩) 

・    同         個人情報の流失(2015 年⑤) 

・ベネッセコーポレーション 個人情報流出（2014 年①） 

・防衛省 入札情報の漏えい（2012 年⑧） 

・ソニー 大量情報漏えい（2011 年⑤） 

・海上保安庁 機密情報漏えい（2010 年⑤） 

・警視庁 機密情報漏えい（2010 年⑦） 

 

② 「不正会計・金融不祥事関係」  

本件は、企業不祥事のアンケート・スタート時から続発している。ヒューマントラブル

はじめ業界などの特有な問題もある。 

・第一生命保険、山口県で巨額詐取(2020 年⑤) 

・清水建設ら 4 社、下請け含む裏金づくり(2020 年⑧) 

・日産自動車 カルロス・ゴーン会長の逮捕・退任（2018 年①） 

・スルガ銀行 不正融資（書類改ざんほか）（2018 年⑤） 

・はれのひ 突然の営業中止・詐欺事件（2018 年⑨） 

・商工組合中央金庫 組織ぐるみの不正融資及び隠蔽（2017 年⑤） 

・東芝 不正会計（2016 年③、2015 年①） 

・舛添要一東京都知事 公費私的流用問題（2016 年⑥） 

・厚生労働省 職員収賄（2015 年⑦） 

・みずほ銀行 暴力団への不正融資（2013 年②） 

・フタバ産業ほか 贈収賄事件（2013 年⑦） 

・野村証券 インサイダー取引（2012 年①） 

・経産省元審議官 インサイダー取引（2012 年⑧） 

・自動車部品メーカー他 価格カルテル（2012 年⑩） 

・オリンパス 巨額損失隠し（2011 年①、2012 年⑥） 

・大王製紙 巨額不正融資（2011 年③） 

・エフオーアイ 粉飾決算（2010 年⑨） 

 

③ 「職場・スポーツでのハラスメント、差別問題関係」 

働く場やスポーツ等でパワーハラスメント、セクシュアルハラスメントの増加が指摘さ

れている。また女性、障害者、性的マイノリティーに対する被害も続いている。増加傾向

に注意すべきとの声もある。 

 

・神戸市教育委員会 市立東須磨小での教員間のパワハラ発覚後の 

調査決定に伴う処分(2020 年③) 
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・同  同パワハラの発覚(2019 年④) 

・三菱電機 自殺教唆などの疑い(2019 年⑦) 

・日本大学 アメフト部のパワーハラスメント問題(2018 年④)  

・電通 長時間労働による過労死問題(2016 年①) 

 

<あとがき> 

「ACBEE不祥事動向アンケート」は、2010 年にスタート、以降今年で 11 年（11回）続

いている。経営倫理、コンプライアンス、リスクマネージメントなどの調査・研究の原点は、

企業不正・不祥事究明である。不祥事の発生、発覚から原因や背景の取材、責任の追及そし

てリカバリー対応や信用回復に至る全調査の基礎である。 

不祥事は政治、経済、社会など各分野で拡がっており種類多様化、さらに深刻化している。

ビジネス倫理の活動に不可欠の重要データとして本調査の利用は高まっている。今回のア

ンケート結果と分析は、速報版として 2021 年 1 月 2１日開かれた ACBEE 特別シンポジウ

ムで発表された。ACBEEではシンポジウム、セミナー、HP などの情報発信を続けており、

ビジネス倫理活動に役立つ多様なデータを公表している。 

 

 

＜2021 年 1月 29日＞ 

 

▶ 編集制作 ◀ 経営倫理フォーラム編集部 

（千賀、青木、羽田、平井、大須賀） 


