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フリーアクセスフロア資材に関する品質性能評価の不正取得について 

 

 コクヨ株式会社（本社：大阪市／代表取締役社長：黒田章裕 以下「コクヨ」といいま

す。)および弊社連結子会社であるコクヨファニチャー株式会社(本社：大阪市／代表取締

役社長：黒田英邦 以下「ファニチャー社」といいます。)において、平成 12 年 4 月に、

フリーアクセスフロア（一般的には「ＯＡフロア」と呼称されています。）構成材の一部

について、社団法人公共建築協会(以下｢公建協｣といいます。)による品質性能評価を不正

に取得し、以後、約 8 年 3 ヶ月間にわたり、公建協品質性能評価品またはフリーアクセス

フロア工業会(Japan Access Floor Association 以下「ＪＡＦＡ」といいます。)規格適

合品として販売していた事実が判明いたしました。 

お客様、株主および関係する皆様方には多大なるご迷惑をおかけすることになり、誠に

申し訳なく、深くお詫び申し上げます。 

 不正に品質性能評価を取得した商品の製造・販売は、平成 20 年 7 月に全て終了してお

り、平成 20 年 8 月以降は、ファニチャー社において、公建協の品質性能評価基準とＪＡ

ＦＡ規格の双方に適合する商品のみを販売しておりますので、現在販売している商品につ

いては問題はございません。 

既に販売した対象商品につきましても、今般実験を行なった結果、重大な事故が発生す

るような安全上の問題はないことを確認いたしました。 

 なお、本件につきましては、昨日平成 22 年 3 月 11 日に公建協に報告をいたしました。 

 事実の概要、事実経緯および今後の対応等について下記の通りご報告いたします。 

 

 

記 

 

１．事実の概要 

 コクヨ建材事業部(平成 16 年 4 月 1 日にファニチャー社が設立され、弊社建材事業部の

事業は、平成 16 年 10 月 1 日にファニチャー社建材事業部に移管され、以後現在に至るま

でファニチャー社が営んでおります。)は、平成 11 年 12 月、フリーアクセスフロア構成
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材の一部について、実際に販売する商品よりも強度を高めた試験材を財団法人日本建築総

合研究所に提出して品質性能の試験を受け、平成 12 年 3 月に当該試験結果の報告を受

け、平成 12 年 4 月、この不正な試験結果に基づき公建協より品質性能評価を取得しまし

た。 

そして、コクヨ建材事業部(平成 16 年 4 月 1 日以降はファニチャー社)は、平成 12 年 4

月から平成 20 年 7 月まで、当該商品を公建協品質性能評価品またはＪＡＦＡ規格適合品

として販売しておりました。 

 不正に品質性能評価を取得した商品名とその販売期間、販売数量概算は以下のとおりで

す。 

 

対象商品名 SPD SPF3000N SPF5000N 

販売期間 平成 12 年 4 月～ 

平成 20 年 5 月 

平成 12 年 4 月～ 

平成 20 年 7 月 

平成 12 年 4 月～ 

平成 19 年 11 月 

約 910 万枚 約 440 万枚 約 110 万枚 販売数量概算 

(工場出荷ベース) 計約 1460 万枚 

 

 具体的な納品先の特定作業は、鋭意進めておりますが、対象商品がフリーアクセスフロ

アであり、床に格納されているため、商品の性質上、納入先の特定には販売店に協力いた

だく必要があります。今後、販売店の協力を得て、さらに調査を行なう予定です。 

 

 強度を補強した不正な試験材により行われた試験は、フリーアクセスフロア構成材の中

央載荷試験および辺中央載荷試験であり、それぞれ構成材中央および辺中央部分に一定の

荷重を加えて部材の｢たわみ｣を測定する試験でした。 

当時の公建協の評価基準において許容される変位量（｢たわみ｣）は 4mm 以下でしたが、

実際に販売していた商品の一部には、不正な試験材ではなく販売されている商品と同一仕

様の試験材によった場合、当該基準を最大で 2.4mm 程度上回る 6.4mm 程度の｢たわみ｣が生

じる商品が含まれていました。 

なお、公建協の評価基準には「たわみ」以外の要素もありますが、不正な試験材によら

ず販売されている商品と同一仕様の試験材によった場合でも、「たわみ」以外の要素は全

て基準を満たしておりました。 

 

２．事実経緯 

（１）発覚の経緯 

 コクヨ代表取締役社長黒田章裕（現職）は、平成 20 年にファニチャー社で発覚した架

空取引、詐欺、談合等の不正事件を踏まえ、グループ内の不正行為の有無を検証し、コン

プライアンス体制を再構築する目的で、平成 21 年 6 月からコクヨグループの全役職員を

対象に「コンプライアンス実態調査」を行いました。同実態調査は、独立した社外弁護士
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チームにより、全国的な規模で行われたものです。 

 本件強度偽装事件は、同実態調査の結果判明したものであり、平成 22 年 1 月 18 日、コ

クヨ代表取締役社長黒田章裕に対し、社外弁護士チームにより初めて報告がなされ、現在

も実態調査が継続しております。 

 コクヨ代表取締役社長黒田章裕は、本件を認識して直ちに本件にかかる事実関係の調査

および対象商品の安全性等の検証を指示し、不正に品質性能評価を取得した事実およびそ

の経緯を確認するとともに、対象商品に重大な事故が発生するような安全上の問題がない

ことを確認いたしました。 

 

（２）強度偽装に至る経緯 

 コクヨ建材事業部は、平成 4 年にＳＰＤ、平成 6 年にＳＰＦ3000Ｎ、平成 8 年にＳＰＦ

5000Ｎの製造・販売をそれぞれ開始しました。 

各商品の製造・販売を開始した当時、フリーアクセスフロア構成材の性能についての一

般的な評価基準は存在せず、自社で評価基準を設けておりました。 

 平成 9年には、ＪＡＦＡが性能についての数値基準(ＪＡＦＡ規格)を定めました。 

 平成 11 年には、公建協が性能についての評価基準につき、平成 9 年にＪＡＦＡが定め

た評価基準に準じるものと定めました。具体的には、一定の加重をかけたときの部材の

｢たわみ｣が 4mm 以下というものでした。 

 

（３）強度偽装時の経緯 

 コクヨ建材事業部は、平成 11 年 10 月に行なった公建協に対する品質性能評価認定申請

に際し、製造販売している商品の強度を確認したところ、一部の商品について公建協の評

価基準に達していないことが判明しました。 

このため、実際に販売する商品よりも強度を高めた試験材により不正な試験結果を取得

し、当該試験結果に基づき公建協の品質性能評価を取得しました。さらにその後 2 度にわ

たって品質性能評価の更新申請を行い、評価の更新を取得しました。 

 かかる不正な品質性能評価取得を行ったのは、平成 11 年当時のコクヨ建材事業部の担

当者でした。担当者は、その動機につき、公建協の評価基準を満たす商品を新たに開発す

るためには開発費用が必要になりコストアップとなること、平成 11 年当時の公建協の品

質性能評価の時期を逃すと公建協品質性能評価品として弊社の商品カタログに掲載して販

売するようになるまで時間がかかり、競合他社の商品と比較して競争上不利になるとの懸

念があったことの 2点であったと述べております。 

 

（４）以前の社内調査の経緯 

 当時の担当者は、試験データの不正取得の事実をコクヨの役職員に報告していませんで

した。 

ところが、平成 17 年 2 月から 3 月にかけて対象商品を他社にＯＥＭ供給することが検
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討された際、当時の担当者がファニチャー社取締役に当該の事実を申告して初めて役職員

に発覚し、さらに、遅くとも平成 18 年 3 月から 4 月ころには、ファニチャー社代表取締

役社長も当該事実の報告を受けておりました。 

この際、ファニチャー社は、事実関係の調査は行ったものの、事故報告等がなく、使用

等に問題がないとの判断により、本件を公表して対応することはしないこととし、直ちに

対象商品の製造・販売を中止することもしませんでした。また、コクヨの代表取締役およ

び取締役に対する報告も行ないませんでした。 

 

 さらに、平成 20 年 6 月、ファニチャー社建材事業部門における架空取引、詐欺等の不

正事件についての調査の過程で品質性能評価の不正取得の事実が再び発覚し、コクヨ取締

役 2 名が、当時のコクヨファニチャー社代表取締役（遅くとも平成 18 年 3 月から 4 月こ

ろまでに報告を受けていた代表取締役の後任にあたります。）から、報告を受けておりま

した。 

しかしながら、対象商品の製造が約 1 年前に終了しており、既に販売した商品について

も事故報告等はないとのことであったため、上記取締役 2 名は、本件をコクヨの代表取締

役および他の取締役に報告しないとの従来の方針を変更することがないまま平成 21 年 6

月のコンプライアンス実態調査に至り、同実態調査の結果、本件が判明いたしました。 

 

３．安全性への影響 

当時の公建協の評価基準において、SPD および SPF3000N については 3000 ニュートン

（1 キログラムの物体は約 9.81 ニュートンの重量）を、SPF5000N については 5000

ニュートンを荷重した場合に許容される「たわみ」は 4mm 以下でした。 

 

今般、平成 11 年ころに製造されていた商品を用いて、中央載荷試験及び辺中央載荷

試験を行った結果は、以下のとおりでした。 

  中央載荷試験 辺中央載荷試験 

製品名 3000N での変位量

（mm） 

2000N での変位量

（mm） 

3000N での変位量

（mm） 

2000N での変位量

（mm） 

SPD 標準 4.37 （×） 3.06（○） 4.74 （×） 2.74（○） 

SPD 切欠 3.85 （○） 2.4（○） 5.28 （×） 3.44（○） 

SPF3000N 標準 2.68 （○） 1.81（○） 3.59 （○） 2.3（○） 

SPF3000N 切欠 3.31 （○） 2.2（○） 4.83 （×） 3.27（○） 

製品名 5000N での変位量

（mm） 

3300N での変位量

（mm） 

5000N での変位量

（mm） 

3300N での変位量

（mm） 

SPF5000N 切欠 3.09 （○） 1.87（○） 6.27（×） 3.33（○） 
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以上の結果によれば、ＳＰＤおよびＳＰＦ3000Ｎは 2000Ｎまでの荷重、ＳＰＦ5000Ｎは

3300Ｎまでの荷重であれば、規格通りのたわみの範囲内で収まることがわかりました。 

この 2000Ｎの荷重とは、ＪＡＦＡが定めた性能評価基準「フリーアクセスフロア構成材

規格」（規格・平成 15 年 2 月版）参考資料５によれば、通常の事務室に設置される一般

的な備品の集中荷重とされています。 

よって、対象商品については、通常の事務室において使用する限り、規格を超えるたわ

みは生じないといえます。 

 

 また、平成 21 年に改訂されたＪＡＦＡ規格は、製品毎の所定荷重は実際に積載できる

最大積載荷重を示すものではなく、積載が許容される荷重は所定荷重の 3 分の 2 の重量で

あるとし、以下のような製品の使用例を記載しています。 

 そして、今般の試験の結果、ＪＡＦＡ規格の許容積載荷重で使用する限り、規格に定め

る４ｍｍ以下のたわみで収まることも確認できました。 

 

所定荷重 パネル１枚

あたりの許

容積載荷重 

適用例 

2000N 1300N 軽量な什器の設置を想定する場合（一般事務室等） 

3000N 2000N 一般的な書棚及び什器の設置を想定する場合（一般事務室

等） 

4000N 2600N 大きな書棚、小規模サーバーなどの機器を含む重量物の設置

を想定する場合 

5000N 3300N 大規模電算機など重要機器の設置を想定する場合（機械室、

電算室等） 

 

 

４．今後の対策 

 上記３．のとおり、強度偽装の対象商品のいずれについても安全性には問題ないことを

確認しており、建築基準法等の各種法令にも違反しないと認識しておりますが、なお一層

信頼性のある根拠提示のため、公建協のご指導もいただきながら、対象商品の安全性につ

いてさらなる検証を行なう予定でございます。 

 また、対象商品をめぐる事故例・不具合事例についてのご報告は、現在のところいただ

いておりません。 

しかしながら、お客様または納入先様からご要請をいただきましたら、個別にご事情を

伺い、対応をご相談させていただきます。 
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５．再発防止策および処分 

本件の試験データの不正取得は、経営陣からの指示に基づいたものではなく、商品開発

部内の独断で行ったものですが、複数人が関与して不正を行っていたこと、ファニチャー

社の当時の社長が事実関係の報告を受けていながらすぐに製造・販売の中止や公表といっ

た措置をとらなかったこと、その後再度役員が報告を受けた際も事実上放置されたことに

鑑みれば、コクヨグループに十分なコンプライアンス意識の醸成がなされていなかったた

めに生じたものであることは明らかです。 

本件は非常に重大なコンプライアンス違反であると認識しており、お客様、株主および

関係する皆様方に誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。 

本件を真摯に反省し、二度とこのような事態を起こさぬよう、以下のとおり再発防止策

を実施するとともに、関係者を厳正に処分することといたしました。 

 

（１） 再発防止策 

組織改変も視野に入れた抜本的な再発防止体制を構築するため、新しい組織作り

に向けた検討を行っております。 

新体制については、改めてご報告させていただきます。 

 

（２） 処分 

   尾﨑司 

当時：コクヨ株式会社取締役・コクヨファニチャー株式会社代表取締役社長 

現職：コクヨ株式会社取締役・コクヨオフィスシステム株式会社代表取締役社長 

→現職をいずれも辞任 

 

黒田章裕 

現職：コクヨ株式会社代表取締役社長  

  →月額報酬減額 50％(3 ヶ月間) 

 

大久保俊文 

当時：コクヨ株式会社取締役 

現職：コクヨ株式会社常務取締役 

   →月額報酬減額 30%(3 ヶ月間) 

 

吉本悦章 

当時：コクヨ株式会社取締役経理部長 

現職：同上 

   →月額報酬減額 30%(3 ヶ月間) 
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貫名英一 

当時：コクヨファニチャー株式会社代表取締役社長 

現職：コクヨファニチャー株式会社取締役副社長 

   →月額報酬減額 30%(3 ヶ月間) 

 

黒田康裕 

現職：コクヨ株式会社代表取締役専務 

  →月額報酬減額 10％(3 ヶ月間) 

 

森川卓也 

現職：コクヨ株式会社取締役・コクヨＳ＆Ｔ株式会社代表取締役社長  

   →月額報酬減額 10%(3 ヶ月間) 

 

黒田英邦 

現職：コクヨ株式会社取締役・コクヨファニチャー株式会社代表取締役社長 

→月額報酬減額 10％(3 ヶ月間) 

 

６．お客様ご相談窓口 

  コクヨＯＡフロア専用相談デスク 

  電話：０１２０－８８５－８３８（フリーダイヤル） 

     受付時間 平成２２年３月１２日（金） 

           午後４：００～午後６：００ 

平成２２年３月１３日（土）から３月１９日（金）まで 

毎日午前９：００～午後６：００ 

平成２２年３月２０日（土）以降 

平日午前９：００～午後６：００（土・日・祝日は除く） 

   

以上 


