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事故・事件の背景に“もうけ優先”
ツアーバス、廃棄食品の横流し、血液製剤
2015 年 12 月から 2016 年２月までが対象
（下表を参照）。40 年にもわたって国の承
認と異なる血液製剤を製造し続けた「化学
及血清療法研究所」、年明け 1 月には長野県
軽井沢でのスキーバス転落事故による学
生・乗員 15 人の死亡事故、愛知県のカレー
チェーンの廃棄カツ横流しの産廃業者がま
ず目につく。
さらに杭打ち施工不良とデータ流用で昨
年問題となった傾斜マンション関係では、
同様の不良マンションが別の区でも全棟建
て替え提案がなされているほか、東日本大
震災で被災した高速道路の復旧工事で大手
を含む 10 社の談合、日本のトップ自動車メ
ーカーなどが米国を中心に世界に輸出され
ている中で、タカタ製エアバックのリコー
ルが数百万台を超え、さらに拡大を見せて
いるリコール問題など。文字通り“衣食住”
の分野にわたっての不祥事が発生した。
コンプライアンスにも関わる「東芝」
「独
フォルクスワーゲン」「三井不動産グルー
プ」「東洋ゴム工業」などのほか、食品関

係では「マクドナルド」も含め、不祥事が
明らかになってからのリコールや補償、業
務停止、売上減による特別損失など、企業
に与えるダメージは深刻であることをその
後の経緯が物語っている。
廃棄処分のカツを横流しした問題は、高
度成長時代からわが国の、いわゆる食品ロ
スに対する抑制や再生の“抜け穴”を突か
れたものであるし、流通の課題も大きい。
さらには、大企業にみる下請け、孫請けな
どの生産・管理のシステム・構造的な問題、
大きくは景気の変動や法による規制緩和に
よって生じた、他業種参入による過当競争
と極端なコストカット、労働条件の悪化な
どの経済効率、
“もうけ優先”が背景に透け
て見える。
また、川崎市幸区の介護付き有料老人ホ
ームでの入居者 3 人が相次いで転落死した
事件で、介護士の元職員が殺人容疑で逮捕
された事件や、旧態依然とした国会での閣
僚の口利きによる金銭授受と閣僚辞任、相
次ぐお粗末な国会発言やプライベートなス
キャンダルなどが目立った。
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東芝

12 月 8 日

不正会計を主導した元社長ら５人に請求する損害賠償額が、計 10 億円を超え
る見通し。証券取引等監視委員会が、課徴金として巨額の約 73 億円の納付を
命じるよう金融庁に勧告、現状の 3 億円から大幅に引き上げと判断。

化学及血清療
法研究所
（化血研）

12 月 9 日

農林水産省は、豚や牛など家畜・動物用の約 50 種類のワクチン、病気の診断
薬のうち約 30 種類のワクチンでも人の血液製剤同様、未承認の方法で製造し
ていたと公表。

三菱ふそうト
ラック・バス

12 月 10 日

エンジン付近から出火する事故が相次ぎ、2012 年以降に 500 件以上のトラブ
ルが報告されたとして、トラックやバス、計 11 万 483 台のリコールを国土交
通省に届けた。

日本高圧コン
クリート
マナック
大阪府堺市

12 月 11 日

杭打ち業界団体のコンクリートパイル建設技術協会（東京）は、新たに会員
企業２社で工事データ改ざんを確認。旭化成建材を含め不正は９社に拡大。
旭化成建材は別途、360 件の改ざんを国土交通省に報告している。
2011 年大阪府知事選の市内の全有権者、約 68 万人分の個人情報がインターネ
ット上に流出していたと発表。市会計室課長補佐の男性職員が自宅に無断で
持ち出し、民間のレンタルサーバーに保存していた。職員は懲戒免職。

12 月 13 日

次ページへ続く

■経営倫理フォーラム

第３１号

２０１６年（平成２８年）４月１日■

三井住友建設

12 月 22 日

横浜市都筑区のマンションで杭打ち不足による傾斜が発生した問題で、元請
けの三井住友建設が下請け業者に建設業法で定める、施工管理上に必要な指
導をしていなかったことが国土交通省の調査で分かった。
下請け２社も専任の主任技術者を置く規定に違反したと見られる。

数研出版、東京
書籍

2016 年
1月8日

検定中の中学校教科書を複数の教員に見せ、うち 1 人に意見を聞いた謝礼とし
て数千円分の図書カードを渡していた。
東京書籍も中学校英語の教科書を 30 人ほどの教員に見せて意見を聞き、現金
1 万円を渡していた。文部科学省は 22 日、小中学校の教科書を発行する 22 社
のうち 12 社が教員ら 5147 人に見せ、うち 10 社が数千円から 5 万円の現金な
どを渡したが、拒否されたケースもあったと公表した。

化学及血清療
法研究所

1月8日

厚生労働省は、医薬品医療機器法（旧薬事法）に基づき、過去最長の 110 日間
の業務停止命令を出した。約 40 年にわたり未承認の方法で血液製剤の製造を
続ける一方、国の査察にも虚偽の記録を出して隠ぺいを図った悪質な行為と、
組織としての責任が厳しく問われている。

旅行会社キー
スツアー、バス
会社イーエス
ピー

1 月 15 日

スキー客でほぼ満員の大型観光バスが、軽井沢の入山峠付近で道路脇の斜面に
転落、運転手２人を含む大学生を中心とした乗客 14 人が死亡、27 人が重軽
傷（19 日に重体の１人が死亡）。29 日までの長野県警の捜査、国土交通省など
の調べによると、下り坂で制限速度の倍近い最大 90 ㌔台だったことが判明。
また、最近雇われた 65 歳の運転手は大型バスの運転は不慣れで、バス会社も
国の基準に比べ 30％も下回る料金で運行を請け負っていた。

タカタ

1 月 23 日

米道路交通安全局（NHTSA）は、12 月に南部サウスカロライナ州でのフォー
ドモーターの車に付けたエアバックによる事故があり、死者累計が 10 人にな
ったと発表。リコール対象を広げ、約 500 万台が追加になるとの見通しも公表。
米当局は 2 月下旬、7 千万～9 千万個の追加リコールで調査を検討。

独フォルクス
1 月 28 日
ワーゲン（VW）

排ガス規制逃れ問題で、ドイツ国内の不正対象車のリコールを始めたと公表
（2/02）。ドイツ国内では約 240 万台、世界では最大約 1100 万台に上るとされ
る。リコールに着手したのは初めて。
日本自動車輸入組合の発表した 1 月の外国メーカー車の輸入販売台数は、前年
同月比 20.4％減の 2993 台で 2 位。排ガス規制逃れ問題によるイメージ悪化が
響き、5 カ月連続で前年同月を割り込んだ。

甘利明経済再
生担当相

1 月 28 日

週刊誌が報じた金銭授受問題で、建設会社側から大臣室と地元事務所（神奈川
県大和市）で現金 100 万円を受け取ったことを認め、秘書への監督責任を踏ま
え閣僚を辞任。

日本マクドナ
ルドホールデ
ィングス

2月9日

経営不振に悩む同社が 2015 年 12 月期連結決算は、純損益が 347 億円の赤字。
赤字幅は前期の 1.6 倍で 01 年に株式を上場して以来で最大。14 年に発覚した
期限切れの鶏肉使用問題で深刻化した顧客離れに歯止めがかからなかったほ
か、不採算店の閉鎖費用なども重荷になった。

有料老人ホー
ム「S アミーユ
川崎幸町」

2 月 16 日

2014 年 11 月、入所者の男性（87）をベランダから投げ落として殺害したとし
て、神奈川県警が元職員(23)を殺人容疑で逮捕した。ほかに 2 人の女性の転落
死事故にも関与、仕事のストレスが動機の可能性もあると見て調べている。

NIPPO,前田道
路,日本道路等

2 月 29 日

東日本大震災で被災した高速道路の復旧工事を巡る談合。東京地検特捜部は、
大手 3 社を含む舗装会社 10 社を独禁法違反（不当な取引制限）で起訴。
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