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品質・データ偽装問題の原因と事前の対策 
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Ⅰ. はじめに 
 

近時、高品質に定評のあった日本の製造業において、製品の性能や品質に関するデー

タ偽装問題が相次いで発覚し、日本製品に対する国内外の信頼が大きく揺らいでいます。

この問題に対し、日本経済団体連合会は 2017 年 12 月 4 日に「品質管理に係わる不適

切な事案への対応について」と題するコメントを発表し、早期の自主調査と法令・契約

遵守の徹底と不正防止策の実施を行うように呼びかけています。また、経済産業省も同

月 22 日に「製造業の品質保証体制の強化に向けて」と題するコメントを発表し、自主

検査の徹底に加え、サプライチェーンにおける品質データ等の共有の仕組みづくりの推

進やガバナンスの実効性向上をデータ偽装の防止の具体的な対策として掲げています。 

こうした品質・データ偽装の問題は、製品の自主回収・リコール等が必要となる場合

があることに加え、取引先等からの莫大な損害賠償請求や、日本国内のみならず海外各

国の規制当局からの調査や制裁の対象となる可能性もあり、企業の存続を左右する重大

な問題となり得ます。 

そこで、本ニュースレターでは、昨今発覚した事例を踏まえ、品質・データ偽装問題

の原因と予防策について概観します。 

 

Ⅱ. 製造業における品質・データ偽装の原因と予防策 

 

1．品質・データ偽装の特徴と原因 

 

製造業における品質・データ偽装の原因は様々で、かつ、いくつかの原因が重なり

合っていることが通常ですが、一連の問題に共通する特徴として、5 年以上又は 10

年以上といった長期間にわたり品質・データ偽装が行われていたことが挙げられます。
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問題が発覚した各社のプレスリリースや調査委員会報告書の記載からは、製造業にお

いて品質・データ偽装が長期間にわたり発覚することなく継続していた原因として、

主に次の点を抽出することができます。 

 

（1） 品質・データ偽装を誘発する業務環境 

品質・データ偽装の主な動機として、納期の厳守やコスト削減の圧力が製造部門

のみならず検査・品質保証部門にまで及び、データを偽装してまでも製品の製造出

荷を優先しなければならないとのプレッシャーが発生していた事案が多く見受けら

れます。組織上、検査・品質保証部門が製造部門の一部又は下位に位置づけられて

いる場合や、これらの部門が製造部門から独立していても製造部門や経営側等から

出荷や納品のプレッシャーを受けることで、本来期待されているけん制機能が発揮

されず、結果として品質・データ偽装が生じ、是正もされないというケースが多い

ようです。 

 

（2） 品質・データ偽装が可能な環境 

品質・データ偽装が行われる原因として、そもそも品質・データ偽装が行われ得

る環境であることがあげられます。多くの事案において、品質・データ偽装は、マ

ニュアル操作で数値が記録される製品の検査工程において行われています。検査結

果がマニュアル操作により記録される場合には、意図的にデータを修正することも

可能となり、品質・データ偽装が行われる機会が生じることになります。 

 

（3） 品質・データ偽装発見の困難さ 

データの正確性を検証することが困難であることも品質・データ偽装の原因の一

つといえます。例えば、検査結果自体（いわゆる生データ）が保管されていない場

合やそれが改ざんされてしまったような場合には、事後にデータ改ざんを発見する

ことは困難となります。また、仮に生データ自体は正確に記録・保管されていたと

しても、それが電子化等により容易に突合可能となっていない限り、膨大な生デー

タと他の書類のデータとが一致しているかを人の目で逐一突合せねばならず、その

ような検査・確認することは負担が大きく現実的ではありません。 

 

（4） 製造部門と他部門の知識のギャップ 

製品やそれに用いられている技術には高い専門性があり、製造部門と他部門の知

識のギャップがあることも品質・データ偽装が行われる土壌になり得ます。すなわ

ち、このような場合には、製造関係部署以外の他の部署が、知識不足から、製造関

係部署が作成したデータの改ざんに気が付きにくいという状況が生じます。 

こうした問題に対処するために、「品質保証部」等の名称で呼ばれる製品の品質を

管理する部門に、製造部門と同程度の能力を有する人員を配置している企業も多い

と思われますが、近時、公表されたデータ偽装の事案の中には、こうした「品質保
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証部」自体が検査データの偽装に関与しているものも多く見られます。 

 

（5） 顧客等から指摘を受けにくいこと 

製品のデータの正確性については、製造した企業以外が検証・確認することが困

難であることも品質・データ偽装が行われやすい原因の一つと考えられます。サプ

ライチェーンの企業や最終消費者は、提供される資材や商品の性能（特に数値デー

タ）を検証する手段を有していないことが多いため、仮に基準を満たさない製品が

供給されても、問題が顕在化しにくいと言えます。 

 

（6） 基準やルールの形骸化 

製造部門が独自のルールや判断により製品を製造し、社内基準が形骸化している

こともデータ偽装の原因の一つと考えられます。製造部門が独自のルールや判断に

より製品の安全性に問題がないと判断した場合、社内基準に適合するようにデータ

を偽装する場合があります。製造部門において独自のルールが形成される原因は、

契約上の基準を遵守しなくともクレームが生じなかった場合や検査結果が社内基準

を下回っても経験上安全性には支障がない（と判断する）場合などがあります。 

 

（7） 現場との認識のずれ 

品質・データ偽装の問題が生じた場合、企業全体が傾くリスクになり得るという

認識は、マネジメント・管理職層にはかなり浸透してきていると言えます。他方で、

近時の品質・データ偽装は、少なからず工場・研究所等のいわゆる現場で生じてい

ます。このような現場で働くすべての従業員には、必ずしも同様の深刻さをもって

かかる認識が共有されているとは限らないのが現実です。 

 

以上、大別すると、製造業におけるデータ偽装は、①製造部門（及び検査・品質保

証部門）へのプレッシャー、②マニュアル操作によるデータ偽装の機会の存在、③製

造部門以外からの事後的な検証可能性が低く抑止力が機能しにくいこと、④基準等が

軽視・形骸化されること等を主たる原因として発生しているものと考えられます。 

 

2．品質・データ偽装の予防策 

 

このような品質・データ偽装問題の特徴と原因を踏まえ、問題の発生を予防するた

めには、下記のような点に留意したうえで、対策を講じることが必要であると考えら

れます。 

 

（1） 検査・品質保証部門の独立性の確保 

検査・品質保証部門に対し品質の最後の砦としての機能を担わせるためには、そ

の機能を実現するために必要な権限を付与しなければなりません。組織図の中で検
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査・品質保証部門を少なくとも製造部門と同等又はより上位に位置づけることが必

要です 1。また、これらの部門に形式的権限を付与するだけではなく、実際に検査・

品質保証業務を遂行する従業員についても、製造部門の担当者と同等の製品に関す

る知識や技術を有する人材を育成・配置することも重要です 2。 

 

（2） 機会の最小化と検証可能性の確保 

検査工程におけるマニュアル操作を完全に排除できれば品質・データ偽装を予防

することはできますので、可能な範囲でマニュアル操作の範囲を縮小してデータ偽

装が生じる機会を最小化することは必要ですが、検査工程を全て自動化することは

技術的・経済的に困難であることが多いと思われます。そのため、例えば、検査デ

ータをデータベースで管理し、検査データの記録保管・検証プロセスを自動化する

など、検査データの検証可能性を高めることにより、データ偽装を早期に発見する

制度作りが必要となります 3。 

 

（3） 基準等の適時適切な見直しの実施 

基準等を形骸化させないための施策を考えるに当たっては、このような基準等の

形骸化は、必要以上に高い基準又は遵守することが難しい基準が設けられている場

合や基準等の見直しのハードルが高く基準等の見直しが行われない場合などに生じ

るということに目を向けなければなりません。そのため、基準等を設ける場合には

過度に高い基準ではなく合理的に必要と考えられる基準等や遵守することができる

基準等を設けることや適時適切に基準等を見直し、常に実際の製造現場に沿った内

容としておく必要があります。 

一般的に基準等の変更には組織決定が伴うため、手続的な負担が大きく基準等の

変更よりも現場の運用を変更するということが行われる傾向があります。このよう

な現場主導の実質的な基準の修正が積み重なり、基準等と現場の運用との間にギャ

ップが生じ基準等軽視の傾向が醸成されるケースが散見されます。 

そのため、基準等を現場の実態や顧客からのニーズに合わせて、「守れるルール」

を作ることを常に念頭に置き、迅速に変更ができるような基準等の管理体制を構築

することも肝要です 4。 

 

（4） コンプライアンス意識の涵養 

以上の対策は制度的・組織的な観点からの対策になりますが、役職員個々人が品

質・データ偽装を防止するという意識を養うことも重要なので、実効的な研修等に

                               
1 近時の事案における再発防止策の中には、品質保証部門を製造部門から独立させ事業長の直轄の組織

として位置づけたものがみられます。 
2 近時の事案における再発防止策の中には、品質管理部門の製造部門からの独立性を担保し、品質管理

に精通した人材を育成する仕組みを整備することを企図するものがみられます。 
3 近時の事案における再発防止策の中には、試験検査データの記録の自動化を行い、事後的に妥当性の

確認ができるようにすることを企図するものが複数みられます。 
4 近時の事案における再発防止策の中には、現場の実情や時宜に応じて、随時、基準の見直しを行う仕

組みを整えることを企図するものが複数みられます。 
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より、現場を含めた役職員にコンプライアンス意識を根付かせることや基準等に対

する役職員の理解を促進することも必要な対策と考えられます。そのためには、現

場が能動的に参加する小集団活動等のボトムアップ型のアプローチも有効になりま

す。 

 

Ⅲ．おわりに～製造業以外でも総点検を 

 

以上、製造業におけるデータ偽装の原因と予防策をみてきましたが、このように、他

者からの検証可能性が低く、基準等と現場の運用との間にギャップが生じ得る業界は製

造業に限られません。 

建築業等などでは製造業と同様の問題が生じうるのは想像し易いところですが、一見、

製造業とはかけ離れた他業種においても、財・サービスの開発等を担う部門の専門性の

高さや知識・情報の偏在性、外部からの検証可能性の低さなど、上記の製造業における

品質・データ偽装の発生原因と類似の状況は生じ得ます。 

今般の相次ぐ品質・データ偽装問題の発覚を契機として、製造業者はもちろんのこと、

その他の産業分野においても、改めてルールや仕様とその運用実態（現場）にギャップ

が生じていないかを確認することが重要です。 

 
 
セミナー情報 

 セミナー  『インサイダー取引規制の最新動向と監査役等の実務対応ポイント』 

開催日時  2018 年 2 月 6 日（火）15:00～16:30 

      2018 年 2 月 7 日（水）15:00～16:30 

講師    久保田 修平 

主催    公益社団法人日本監査役協会 

 
 セミナー  『証券訴訟の実務～開示書類の虚偽記載に対する損害賠償請求訴訟 

      の留意点を、企業関係者側・投資家側それぞれの視点から解説～』 

開催日時  2018 年 2 月 9 日（金）13:30～16:30 

講師    矢田 悠 

主催    経営調査研究会 

 
 セミナー  『虚偽記載（会計不祥事）とインサイダー取引規制に係わる最新動 

      向－証券取引等監視委員会の調査時や不正発覚時に企業がとるべ 

      き対応－』 

開催日時  2018 年 2 月 26 日（金）13:30～16:30 

講師    矢田 悠 

主催    FN コミュニケーションズ 
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 セミナー  『コーポレートガバナンス役員研修－グループ内部統制－』 

開催日時  2018 年 2 月 22 日（木）9:30～12:00 

講師    菊地 伸、梅津 英明 

主催    経団連事業サービス 

 
文献情報 

 論文    「デジタルフォレンジックの監査役監査への利活用可能性 第 2 回」 

掲載誌   月刊監査役 2018 年 1 月号 

著者    山内 洋嗣、矢田 悠（共著） 

 

 論文    「すぐに使える 危機管理の書式（1）証拠の保全～不正探知後すぐ 

      に必要になる書式～」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.18 No.3 

著者    藤津 康彦、山内 洋嗣、塚田 智宏 

 

NEWS 

 Joseph Tisuthiwongse 弁護士及びそのチームメンバーが Chandler MHM に加入

いたします 

Joseph Tisuthiwongse 弁護士が、2018 年 1 月 1 日付で、パートナーとして

Chandler MHM に加入いたしました。また、同弁護士の同僚である、Siregran 

Sakuliampaiboon 弁護士、Disaporn Saengpetch 弁護士、及び Teerin Vanikieti 弁

護士も、アソシエイトとして、本年 12 月から 2018 年 3 月にかけて、Chandler 

MHM に加入いたします。 

 

Joseph Tisuthiwongse 弁護士は、プロジェクト・ファイナンス、再生エネルギー

及び M&A を専門とする経験豊富な企業法務弁護士です。同弁護士は、火力・水

力発電に加え、風力、地熱及び太陽光発電を含む多数の東南アジア全域における

発電プロジェクトにおいて、レンダー及びスポンサーいずれのサイドも代理して

おります。同弁護士は、2013 年から 2017 年までクリフォードチャンス法律事務

所のバンコクオフィスのパートナーであり、カリフォルニア大学バークレー校に

おいて J.D.（Juris Doctorate）を取得し、また、2000 年にカルフォルニア州弁護

士資格を取得しております。 

 

Siregran Sakuliampaiboon弁護士は、企業法務及びM&Aを専門としております。

同弁護士は、英国ケンブリッジ大学及びロンドン・スクール・オブ・エコノミク

スにて、それぞれ LL.M.を取得し、また、チュラーロンコーン大学にて LL.B.（1st 

class honours）を取得しております。同弁護士は、タイにおける弁護士資格を有

しております。 



 

 
 
 

CRISIS MANAGEMENT NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお

願い申し上げます。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 
 

7 
 

 

Disaporn Saengpetch 弁護士は、プロジェクト・ファイナンス及びキャピタル・

マーケッツを専門とした、コーポレート及びファイナンス分野の弁護士です。同

弁護士は、タマサート大学にて LL.B.（2nd class honours）を取得しております。

同弁護士は、タイにおける弁護士資格を有しております。 

 

Teerin Vanikieti 弁護士は、企業法務及び M&A を専門としております。同弁護士

は、ハーバード・ロースクールにて LL.M.を取得し、また、チュラーロンコーン

大学にて LL.B.を取得しております。同弁護士は、タイにおける弁護士資格を有

しております。 

 

Chandler MHM の代表である河井聡弁護士は、「Joseph Tisuthiwongse 弁護士を

パートナーとして迎えることを大変光栄に思っております。同弁護士の加入によ

り、当事務所のプラクティス及びクオリティが格段に進化し、当事務所のクライ

アントに対してより良いサービスを提供できることができると確信しています。」

と述べています。 

 

Joseph Tisuthiwongse 弁護士は、「CMHM のチームに加入できることを大変楽し

みにしております。我々のファイナンス及び M&A における専門性と、エネルギ

ー分野における経験が、CMHM のリソースと一体となることによって、クライ

アントの皆様に大きく貢献できると考えております。我々は、東南アジアにおけ

る更なる成長を目指しております。」と述べております。 

 

 新人弁護士（41 名）が入所しました 

 

 丸山 木綿子 税理士が入所しました 

2018 年 1 月 15 日付で、丸山 木綿子 税理士が、森・濱田松本法律事務所・MHM

税理士事務所に加入しました。 

 

丸山税理士は、税理士法人山田&パートナーズなどにおいて、相続税・贈与税や

法人税、所得税等、幅広い税目を取り扱ってきました。申告業務等の経験が豊富

であり、事業承継／相続対策や組織再編等のプランニングについてもストラクチ

ャーの策定から実行支援まで数多くの案件を担当してきました。 

 

丸山税理士の入所により、当事務所における税務及び法務を一体化したサービス

を、さらに充実した体制で提供できるように、努めてまいる所存です。 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


