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事実の誤用：技術不正と間違いのからくり
—からくりの看破、企業文化とシステムの整備が組織を守る 1—

Point
❶	 	企業（組織）の技術不正は厳にあってはならないが、代償（罰金・和解金・名声の低下）は巨大で

企業の存立を危うくする。事実の誤用から不正や過誤につながるからくりがあり、この看破と防止
が重要である。

❷	 	不正の背景にはトップの圧力（短期視野の強圧、完全の強弁）があり、発生と対応には企業の品格
が根強く表れる。予防に必要なのは高い見識・理念を核とする組織文化である。

❸	 	技術不正は法規制やシステムの不備にも誘発される。適切な規制を含めて原理原則に基づいた信頼
性保証システムが不正のからくりを封じる。技術不正と間違いをなくすことは組織の価値向上と競
争力の強化につながる重要な課題である。

事実の誤用（不正と間違いのからくり）
不正は、検証の難しいところで起きる。一度

作ってしまえば内容をチェックできない製品や検
査結果・データは不正があってもなかなか分から
ない。

図表 1 には収集された個々の事実（データ）や
情報を升目のマークとして示し、事実から結論を
導く様子を表した。一つ一つの升目のデータが不
正であるのは論外としても、 （A）に示したように
バランスよくデータを集めれば真実に導けるが、

（B）のようにデータのとり方に偏りがあると、た

とえ個々のデータが正しいとしても結論が変わる。
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1    本稿は筆者名で発表した次の既出論説・エッセイから出版社の許可を得て、抜粋再構成し加筆して図表を加えたものである。「繰
り返す信頼性の破綻（1）バランスの崩れ」、月刊カレント 2016 年 2 月号 p70-73、「繰り返す信頼性の破綻（2）システムの乱れ」
月刊カレント 2016 年 4 月号 p71-73、「事実の誤用」月刊カレント 2017 年 2 月号 p74-77。

図表 1　事実・データ・情報の収集と導かれる結論

結論 A 結論 B
真実（の姿） 似非真実・マチガイ

〇 □ □ 〇 □
〇 〇 〇 〇
〇 ▲ 〇 ✖ 〇 〇 ▲ 〇

✖ 〇  
〇 ▲ 〇 〇 ▲

〇 〇 〇 ✖ 〇 〇 〇 〇
〇 〇

〇 〇 ▲ 〇 〇 〇

（A） （B）

出所：筆者作成
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不都合なデータがあるのにそれを意図的に
（willfully）隠して結論を誘導するのは虚偽で明ら
かな不正である。都合のよさそうなデータだけを
とって不都合なデータを意識的に（knowingly）と
らなければ都合のよい結論が導ける。これは事実
の無視となり、不正の一つと言えよう。問題は見
る方に全体が見えないと不正があっても分からな
いことである。

意図的な不正でなくても、多くの過誤（失敗や
間違い）はこのようなメカニズムで起こる。偏っ
たデータだけをとって研究開発を進めれば、開発
の中断や製品の競争力低下につながり企業にとっ
て大きな損失である。
「事実の意図的無視」が多数の患者の救済を遅ら

せた歴史もある。細菌が発見される前の 19 世紀
半ばにハンガリー出身の医師ゼンメルワイスが、
術前の消毒薬による手洗いが産褥熱による死亡を
大幅に減少させることを実証した。欧州医学界は
彼の発表と提案を無視した上に迫害し、後に細菌
学の進歩にともなって手の消毒が普及するまでの
期間、数万人以上の妊産婦を無駄に死なせたこと
になった。また明治期に海軍軍医の高木兼寛（東
京慈恵会医科大学の創設者）が実証した麦飯食が
脚
か っ け

気を予防するとの栄養学説は、海軍が取り入れ
たものの（海軍カレーの元）、東大の細菌学者と陸
軍軍医総監が無視した結果、陸軍では日露戦争で
数千人以上の兵士が戦闘でなく脚気で死亡した。

偏ったデータ（情報・事実）で結論を導くのは
自然科学や技術以外にも散見する。国家が情報を
集めてインテリジェンスとして利用する場合も情
報取得に恣意性が入れば、イラクの大量殺りく兵
器の情報のように、重大な間違いにつながった例
が多い 2。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ

（ビスマルク）」と言うが、偏った歴史の引用での
政策誘導や評論も多く、A. メイは「歴史の誤用」
として紹介している 3。

本論では技術不正の例を述べるが、いずれも上

のからくりのどれかに当たる。だまされないため
にも、自ら間違わないためにも、事実や情報が合
理的にバランスよい範囲でとられているかを見極
め、ゆるぎない事実と原理・原則に基づいて合理
的に判断することが重要になる。

繰り返す企業・組織の不正
前回述べた研究不正（サイエンスの論文捏造な

ど）のアウトプットは学術論文だが、対価を受け
取る製品や製品情報に関して企業が利益誘導のた
めに不正を行うのは悪質であり社会への影響が大
きい（ここでは技術不正という）。

近年、食品企業の製造不正、製薬企業の臨床研
究の不正、自動車企業の排ガス制御不正ソフト、
燃費データの不正処理、建設企業の基礎くい打ち
不正や空港地盤工事の不正など、マスコミを賑わ
せ、世間を騒がせて不安や不快感を与える案件が
続いている。企業による技術不正のいくつかを図
表 2 に示した。ひとつの不正（不適切）案件が個
別の製品のみならず、その企業や組織体の信頼性
を大きく傷つける。Volkswagen（VW）の対処費
用は刑事制裁和解金 43 億ドルの他、和解金、環境
関連費用、電気自動車の普及促進支援金、さらに
中型エンジン車対応、欧州での対応費用を加えて
約 300 億ドルに上ると予想される。

　

2  小谷賢、参考文献 4）。
3  アーネスト・メイ、参考文献 5）。

図表 2　企業の技術不正
企業 内容 年

雪印乳業 低脂肪乳食中毒 2000
三菱自動車 リコール隠し 2000/2004
JR北海道 保線データ隠蔽・改竄事件

（不正）
2013

住友不動産/熊谷組 マンション傾斜 2014
三井不動産レジデンシャル/
三井住友建設

マンション傾斜 2015

東洋ゴム工業 免振ゴム規格不正 2015
フォルクスワーゲン 排気ガス処理ソフト不正改造

（米国）
2015

東亜建設工業　 空港の地盤工事不正 2016
化血研 血液製剤、ワクチン製造不正 2016
三菱自動車	 燃費データ不正 2016
スズキ 燃費データ不正 2016

出所：筆者の責任で作成
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医療に関する不正は米国では厳罰
医薬や医療機器の過誤や怠慢、不正は人の生

命・健康に直接影響するため、日米欧三極調和し
て、規制や管理システムの整備が進んできた。安
全性などの非臨床試験や、ヒトでの臨床試験、製
造については厳密な管理基準ができている一方で、
緩めなのが市販後に医師が行う臨床研究で 4、そ
の間隙をついた不正が続出した。わが国でもノバ
ルティスファーマ社の降圧薬ディオバンで、有用
性のデータを強化するための臨床研究で不正が起
こった。形式上は学術誌に投稿された論文の「研
究不正」5 であるが、問題は学術誌に発表された
不正な臨床研究結果が販促活動に使われたこと
だ。その結果ディオバンの国内売り上げはピーク
時年間約 1,400 億円に達した。一般的な医薬品の
利益率から言えばノバルティスはこの製品から毎
年数百億円の利益を得ていたと推測される。この
ような臨床研究や販促の不正は数多く、図表 3 の

（1）に大型事例を米国中心に示した。数百億円か
ら 1,000 億円を超える多額の罰金（もしくは和解

金）が課されている。
一方、厳しく規定されているはずの医薬品の製

造規定（GMP6）でも、例は少ないが不正はなく
ならない。定められた明確な規制を守らないとい
う意味では悪質で、バレなければよいという風潮
が抜けきらない企業がある。図表 3 の（2）に示
したように GlaxoSmithKline（GSK）や Ranbaxy
は違反で米国当局から 5 〜 7 億ドルの罰金をとら
れている。

米国では当局が法規制や許認可権を利用して違
反企業から製品価値に応じて現実的で効果的対応
をとり、図表 3 のように多額の罰金をとることに
注目すべきだ。米国での罰金累計は（2012 年まで、
和解金など含む）約 300 億ドル、ワースト 3 は
GlaxoSmithKline（GSK）、Pfizer、Johnson & 
Johnson（J&J）で、GSK の累計は 75 億ドルにの
ぼる 7。対してわが国では罰則は概して緩く、薬
機法 8（旧 薬事法）にも比較的小さい罰則・罰金
しか規定されていない。ノバルティス社の臨床研
究不正に関係した複数の医師らは研究不正と認定

4  臨床研究とその利用についての管理規定には不備があり（外国も同様）、現在厚生労働省が臨床研究法案を策定中。
5    臨床研究は多くは大学病院などで医師が中心になって行う研究。既存医薬の臨床研究については最近に至るまで厳密な法規制は

なかったのでその不正はここでは「研究不正」に含める。
6    GMP（Good Manufacturing Practice）：製造所における製造管理、品質管理の基準（省令）。 原材料の入荷から製造、最終製品の

出荷にいたるすべての過程において、製品が「安全」に作られ「一定の品質」が保たれるよう定められている。
7  Almashat S, Wolfe S, “Pharmaceutical Industry Criminal and Civil Penalties: An Update” , September 27, 2012.
8    薬機法（やっきほう）：「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称で、旧・薬事法を改正し、

2014 年 11 月 25 日に施行された。

図表 3　医療関連企業の不正と罰金（司法特局和解金）　注記なき限り米国

（1）	臨床研究・販促不正 年 罰金
　GSK（抗うつ薬パキシル）臨床データ不正 − 10億ドル
　　　（糖尿病薬アバンディア）適応外使用販促 2012 31億ドル
　Pfizer（鎮痛薬ベクストラなど）適応外使用の推奨 2009 23億ドル
　J&J（抗精神病薬リスパダール）不正販促 2016 20億ドル
　Merck（鎮痛薬	バイオックス）一部データ非開示 2011 9.5億ドル

（別途患者との裁判和解金：48億ドル）
　Eli	Lilly（抗精神病薬ジプレキサ）一部データ非開示 2009 14億ドル	
　TAP（前立腺がん治療薬リュプロン）不正販促 − 8.75億ドル
　Astra	Zeneca（抗精神病薬セロクエル）適応外使用 2010 5.2億ドル
　Bayer（抗菌剤シプロ）リベート − 2.57億ドル
　オリンパス（内視鏡など）販促贈賄 2016 6.46億ドル
　ノバルティスファーマ（日本：降圧薬ディオバン）臨床研究販促不正 2013発覚 ？
（2）	GMP不正　　
　GSK（不良製造） − 7.5億ドル
　Ranbaxy（GMP違反）→4工場 2013 5億ドル
　化血研・血液製剤製造不正（日本） 2016 110日業務停止（一部製品）

出所：		筆者責任でまとめ。PublicCitizen,	September	27,	2012、M.エンジェル「ビッグ・ファーマ」	2005	篠原出版社、その他	
WEB	「薬害オンブズパーソン」など。企業、当局間で主張の違いがあっても罰金を支払ったものは不正とした。
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され論文取り下げの上、それぞれの施設で職を失
うなど実質的に大きな罰を被った。しかし東京地
裁の判決で、データ改竄は認定されたが、薬事法
上の虚偽広告の罪には当たらないとして会社と統
計処理に関係した社員は無罪になった 9。

企業の品格が出る事故・事件への対応
企業自身に起因する図表 2 の不正の例では、事

件発覚直後に企業が見識を持って素早く対応した
例は極めて少ない。一方で副作用や事故、第三者
の破壊行為も起こり得る。予測が難しいため企業
の対処が難しくなるが、対応を称賛された例もあ
る。米国の J&J は、鎮痛剤タイレノールへの青酸
混入事件（1982 年、出荷後の悪意の第三者による、
7 人死亡）に当たりすぐに販売中止、大々的に広
報して製品回収、および数週間かけての製造工程
の全面的改修（三重シールパック包装）に取り組み、
3 カ月後にすべてを完了してから製造・販売を再
開した。却って名声を高めた例として教材にも取
り上げられた。リスク管理という意味では事故・
事件と不正への対応は通じるものがある。対応の
要点は、顧客第一、オープン（隠さず）、早く・速
く確実にだ。

トップが誘発する不正
（短期視野の強圧、完全の強弁）

J&J はタイレノール事件に当たり、社内に伝わ
る「わが信条（Our Credo）」に基づいて行動した
という。多くの企業も文言上は立派な企業理念や
行動指針を定めているし、現実に環境、安全、
CSR に十分配慮している企業が大半である。その
中でまれに日常の経営者の短期視野の指示強調が
偏って一部の役員・社員が過剰追随し、図表 2 に
示した企業全体の信頼性を毀損するような不正事
件を起こすのは困ったことである。ビジネス（収
益性）と、合理性と、倫理観のバランスが崩れて
いると言わざるをえない。

トップの意図が不正事件を起こすことではない
にしろ、東芝のように日常的に短期収益拡大への
圧力をかけ続ければ一部が不正に手を染めること
がある。リスクとして想定の中に入れておくべき
だ。製造現場でコストばかりを言えば品質がおろ
そかになり、品質不正を誘発することもある。
VW では 2005 年前後にディーゼル車での米市場
シェアの拡大が至上命令となったことが巨大不正
につながったといわれる。

短期の算盤勘定も大事だが、経営者が哲学と高
い倫理観を持ち、長期的視野で総合的な見識を
持って指導することが重要だ。

　
メディア追及の偏り

製品や安全に関する不祥事が起こるとメディア
が先導して大騒ぎになるが、往々にして偏りが見
える。上記のノバルティス事件は、STAP 細胞事
件の騒動で目立たなくなってしまった。2015 年の
マンション基礎の杭打ち事件では、孫請けの旭化
成建材という見やすい対象へ報道が集中し、最終
製品に誰が責任を持つのか、あるいは建設工事の
他の重要工程がどう法令で規制されて現実にどの
ように管理されているかなど、建設全体の信頼性
保証システムについての体系的な報道や議論は少
なかった。

燃費不正事件では三菱自動車とスズキへの風当
たりがずいぶん違った。信頼性保証の観点からは
ほぼ同罪である。スズキは当初、結果はあまり変
わらない（顧客への迷惑はない）と弁明したが、
早目に鈴木会長自ら陳謝して収束に努めた。化血
研の血液製剤やワクチンの製造プロセスにおける
不正も、製品の良否に影響を与えるものでなくむ
しろ製造の効率化に資するものであった。しかし
許可なく製造プロセスを変更すること自体が医薬
では重大不正になる。歴史的にプロセス由来の事
故が数多くあったことから、「プロセス（手続き）
は品質（結果）に影響するため勝手に変えられない」

9    ノバルティス社は道義的責任を認め謝罪を表明。ディオバンは医療界の悪評を買い、ジェネリックの発売も重なったが大きく売
り上げを落とした。
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との GMP の原則が確立しているからである。
　
システムの整備が不正を防止する

医薬の製造プロセスや品質規格の管理は GMP
省令などで厳密に規定されている。逸脱があれば
企業自身が自発的に出荷停止、回収などの対処を
して報告するようになっている。当局の審査と査
察が前提になっており、罰則があるからだ。

法律や規制にあいまいさがあると問題が起こり
やすくなる。米国での排出ガス測定法が特定の試
験条件のみに規定され、それさえ通ればよいため
に VW は試験では排ガス浄化装置をフル稼働して
基準をクリアして形式認定された。たまたま第三
者の研究機関による路上走行試験で、通常走行で
は浄化装置の機能を抑制するようにソフトを操作
していたことが判明した。さらに当局への対応を
誤ったために、糾弾され賠償金が巨大となっ 
た 10。燃費に関しての国土交通省の管理・監督は
いかにもずさんに見える。自動車のカタログには
燃費の項に「国土交通省審査値」と記載されてい
るのに、実態はほとんど審査をしていなかったよ
うだ。今回の 2 社の燃費データ不正は、大規模な
実査や監査をするまでもなく企業のデータセッ 
ト 11 を出させてチェックするだけで怪しさは見つ
けられたはずである。あるいは監督官庁が見つけ
なくても、エンジンの燃費（燃料消費率）と走行
抵抗値だけでも公開するシステムにしていれば、
そもそも三菱自動車の担当者は不正をする気にな
らなかっただろうし、第三者がネット上でもっと
早く三菱自動車の数値の異常を指摘していただろ
う（STAP 細胞事件は論文発表後 2 週間で一般の
第三者から不正の指摘があった）。欧米でも路上走
行でのデータを要求していないために抜け道を

作った。当局による規制を含めたシステムの不備
が不正を誘発するといえる。

当局と企業が見識をもって原理原則と基本的な
考え方を整理し、信頼性を保証する法規制や管理
システムを整備することが望まれる。

失敗のからくりを見抜くこと、良き企業文化を
醸成すること、システムを整備することで多くの
技術不正や間違いが防止できる。不正の防止とい
う守りだけでなく、品質・信頼性の向上と合わせ
て企業価値の向上、企業競争力の強化として前向
きに取り組むべきと考える。
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