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2021 年不祥事動向・アンケート調査(ワースト 10) 

2022 年 1 月 18 日 

 

日本経営倫理士協会(ACBEE JAPAN)では、25 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。一

方、各種世論調査は活発化していますが、不祥事動向調査は少なく、ACBEE 独自の専門

的調査への評価、信頼性は高まっています。 
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【はじめに】 最新、公正、正確なデータが必要 

【第１部】 「2021 年不祥事動向アンケート」の結果 

【第 2 部】 「2021 年不祥事動向アンケート」分析と解説 

  

 

 

【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 12 年目（12 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、作業は慎重に行われてい

る。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。今回は、2021 年 1 月～12 月 22 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 2021 年 12 月

15 日から 2022 年 1 月 8 日。 

 

 

回答者の属性内容は―(いずれも%)  

(イ) 男女比  男性 78 女性 22  



2 

 

(ロ) 所属会社の主要な業種分類 

製薬・販売 15.9  卸売・小売業 13.6 サービス 13.6  食料品 10.2 その他 19.3 

(ハ) 現在の担当職務 

総務 10.4 販売・マーケティング 5.2 その他 83.3 

(ニ) 現在の役職・役割 

管理者 34.4 役員 9.4 経営者 8.3 その他 47.9 

(ホ) 勤務地 

関東 84.8 関西 8.1 東海 5.1 

 

◆ 回答率は「25％」前後で推移 

(A)「2020～2021 年」対象はメールアドレス登録の経営倫理士、2021 年の回答率は 27％ 

 

(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) 

⚫ 来年度は改正労働施策推進法の本格運用や、各種法改正に伴う組織への問題提起など

が予想されるので、組織の透明化やそれに抵抗する事案なども注視していきたい。 

⚫ 東京都議会 木下富美子の件が不祥事リストに入っていないのはなぜでしょうか。 
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【第 1 部】「2021 年不祥事動向アンケート」の結果 

 

◆ 2021 年不祥事動向・速報版（2022.1.18） 

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 日本大学 付属病院の建て替え工事を巡る背任事件及

び理事長の所得隠しなど 

59 

２ みずほ銀行/ファイナンシャルグ

ループ（FG） 

システム障害 9 件、異例の業務改善命令 58 

３ 法務省出入国在留管理庁 名古屋

管理局 
入管のずさんな対応 スリランカ女性死亡 53 

４ 三菱電機 長崎製作所 鉄道車両用空調設備など相次ぐ検査不正 50 

5 国・財務省 森友学園関連「赤木ファイル」を一転開示 44 

６ 経済産業省 若手キャリア官僚 給付金を詐取 43 

7 LINE 個人データ管理不備、中国委託先で閲覧可

能 

41 

8 HIS 子会社 2 社 不正な給付申請の疑い 40 

9 東京オリンピック・パラリンピッ

ク大会組織委員会 

開・閉会式演出チームの辞任・解任相次ぐ 37 

10 国土交通省 「建設受注統計」8 年前から不適切な処理 35 

 

◆ 2020 年不祥事動向 

回答上位 11 件                             （別表２） 

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 
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 「日大 1 位」「みずほ 2 位」が突出 

ACBEE の 2021 年「不祥事アンケート（ワースト 10）」（別表１）は、１位「日本大

学」と２位「みずほ銀行」が突出する結果となった。 

１位「日本大学医学部付属板橋病院の建て替え工事を巡る背任事件」は、９月に発覚。

同大学理事ら２人が逮捕された。また、捜査の過程で田中英寿理事長の所得隠し及び脱税

も発覚し、11 月、所得税法違反で逮捕された。同大学では 2018 年にアメリカンフットボ

ール部の悪質タックル問題が起きたが、その時批判を浴びた人物２人が再び登場した。結

局、不正体質がただされることはなく、日大ブランドへのダメージは計り知れない。 

２位「みずほで相次ぐシステム障害」は昨年、ATM や外貨建て送金などで、計９件が

相次いで発生。金融庁から２度の業務改善命令が出された。かねてより指摘されてきた

「風通しの悪さ」「情報共有のお粗末さ」が改善されず、過去のシステム障害の教訓が生

かされなかった。 

３位「名古屋入管で収容中のスリランカ女性死亡」では、外国人に対する潜在的な偏見

や差別意識が背景にあることは否めない。人道上問題視する報道も続いた。さらに、４位

「三菱電機で相次ぐ検査不正」でも、物が言いづらい社内風土が指摘された。不正の洗い

出しを目的に調査委が行ったアンケートを、先に会社へ提出するよう指示されたとの証言

もあったという。組織内の同調圧力への批判も高まっている。５位「森友学園関連『赤木

ファイル』の開示」。国は存在するかどうかも「明らかにできない」としてきたが、一転

存在を認め、開示した。赤木さんの妻が国を訴えた訴訟では、国が損害賠償請求を認める

「認諾」の手続きを取ったため、訴訟は終結。国が、真相解明の機会を閉ざした形となっ

た。 
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【第 2部】2021年アンケート 分析と解説 

問われた企業統治 

渡部 道雄  

（共同通信社 経済ニュース元編集長 

囲碁・将棋部部長） 

 「２０２１年不祥事動向アンケート」の１位は日本大学だった。医学部付属病院の立て

替え工事契約で東京地検特捜部は、大学理事らが不正に２億円を流出させた背任容疑で逮

捕。１１月にはドン、田中英寿理事長がリベート５３００万円の脱税容疑で逮捕された。

田中理事長は人事権をふるって反論を唱える人物を排除して理事会、評議会を田中派で固

めて権力を握った。気にくわない人には「北海道に門番の職がある」と脅し、暴力団と親

交があると吹聴して反対勢力を圧倒した。「コンプライアンス」について、「なんじゃ、そ

のテンプラは」と平気で言い放った人物である。 

 権力とカネの亡者が最高学府である大学の最高権力者だった日大。田中前理事長と完全

に袂を分かつと宣言したが大学統治への道は遠い。日大不祥事を嘆いている学生とＯＢの

ためにも田中派の徹底的な排除が必要だ。 

 三菱電機は４位だった。鉄道用空調の性能検査の偽装だ。三菱電機は２０１８年から、

ゴム製品の品質データ偽装など品質不正が相次いだ。上司に「死ね」と言われた社員が自

殺するなど「パワハラ職場」が問題視されてきた。サイバー攻撃で防衛関連の情報が流出

など、企業不祥事のオンパレードである。ここでも「上司に逆らえない」企業風土。他の

セクションに関心を示さない「たこつぼ化」が根底にある。 

 トップ１０に入らなかったが、東芝は株主総会を巡る企業倫理違反行為など不祥事出血

が止まらない。３月までに会社は３分割が決まる。総合電機メーカーからの転落。企業統

治回復への道険しい。 

 ２１年は、名古屋入管で収容していたスリランカ人女性が死亡。財務省の国有地売却に

関する公文書改ざん事件の「赤木ファイル」開示。経産省キャリアの給付金不正、国交省

の建設受注の書き換え―など中央省庁のいい加減な対応への国民の批判も目立った。中央

省庁も大企業同様に「企業体」の劣化が著しく、不祥事が散発し始めているようだ。 

                       （了） 
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＜あとがき＞ 

▶情報社会は、常に激動し続けているが、大きな流れがある。政治、経済、社会などの各分

野を中心に「市場調査」活動が活発化していることだ。国民やユーザーの動向、意識を的確

に把握し、活動や事業に反映させる。 

▶ACBEE 不祥事動向「ワースト 10」調査は、12 年目。コンプライアンスという専門分野

に特化した調査で、結果・分析は毎回発表されている。調査プロセスと集計では、正確性、

敏速性、公平性に十分配慮されている。12 年間の実績に対する評価も高まり、重要データ

として使用するケースも増えている。 

▶ACBEEでは、発足時に、ビジネス倫理動向を調べる「リサーチ・センター」創設の計画

があった。「ワースト 10」調査は、いわば、「リサーチ・センター」プランのテストランと

位置付けることができる。本格化することになり、経営倫理士活動の柱の一つとして注目し

ていきたい。                                 （千） 

 

▶ 編集制作 ◀ 経営倫理フォーラム編集部 

（千賀、青木、春名、羽田、平井） 


