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はじめに

周知のとおり，1997年

7月，タイを噛矢として発生したアジア通貨危機，および翌年からの

IMF（国際通貨基金）管理体制は，これまで韓国経済の成長を牽引してきた財閥（Chaebols）に
対し，大々的な財閥改革を要求する契機となった。

財閥改革は政府主導で行われた。金大中大統領（当時）は，上位4大財閥（三星，現代，LG，
SK）の総帥を官邸に呼びつけ，財閥改革を鮮明に打ち出した。この時，政府が提示した「五大改
革原則」には，①負債比率の引き下げを中心とした財務構造の改善，②系列企業間の相互債務保証
の解消，③専業への特化，④連結財務諸表の作成と経営の透明性強化，⑤経営者の責任の明確化が
掲げられた。翌年には，上記に加えて，①系列金融機関との取引の明確化，②系列企業間の株式持
合の制限および不正な内部取引の監視強化，③不正な相続，贈与の抑止が補完され，政府は財閥改
革に対する意気込みを国民に誇示したわけである。

これに対し，上位5大財閥（大宇を含む）はビッグディール（事業交換）を通して，5大財閥以
下の企業グループはワークアウト（事業再編成）を通して，膨張した事業のスリム化を推進した1。

また，従来まで指摘されていた「所有と経営の未分離」問題に関連して，財閥の企業統治問題
（Corporate

Governance）2が議論され，財閥は企業内部にまで改革のメスを入れることで，上記の

改革原則に順応しようとしたのである。

さらに，韓国財閥企業3がこれまで閉鎖的な経営を行っていたことと関連して，経営の透明性向
上も改めて議論されるようになった4。それを証拠に，経営の透明性向上に関して，韓国財閥企業

を取り巻く環境も一定の変化を見せ始めている。例えば，国外環境では，IMFやOECD（経済協
力開発機構）さらには世界銀行といった国際機関が，韓国財閥企業に対し透明性向上を強く要求し
ている。国内環境では，政府による積極的な法制度の整備5に加え，参与連帯や経済正義実践市民
連合（経実連）といった市民団体が小額株主の権利保護を求めて，国内での活動を強めている6。
さらに韓国財閥企業内の外国人株主の株式持分比率が増加していることも経営の透明性強化に拍車

をかけている7。こういった一連の動向を受け，企業自らも経営の透明性向上のための手段とし
て，「倫理経営8」に積極・果敢に取り組んでいる状況である9。

このように，財閥改革ならびに韓国財閥企業を取り巻く内外の環境の変化が垣間見えたわけであ
るが，しかし，変化の中でも未だ旧態依然たる産物が残存しているのも事実である。それは韓国財
閥企業におけるオーナー経営者10の執拗な支配体制の堅持である11。このことは，企業の意思決定
が依然としてオーナー経営者の一手に握られていることを意味している。オーナー経営者の独断的
な意思決定は，企業の倫理的問題を考慮した場合，オーナー経営者がひとたび非倫理的な意思決定
を行なえば，企業自体も非倫理的行動に向かう危険性を孕んでおり，軌道修正が至極困難であるこ
とが考えられる。別言すれば，企業が「倫理経営」の導入を積極的に進めたとしても，オーナー経
営者が倫理に反した意思決定をすれば，企業の「倫理経営」への取り組みは，ほぼ徒爾に終わると

一68一

言っても過言ではない。オーナー経営者が最終的な意思決定の権限を有している限り，オーナー経
営者の意思決定をいかにして倫理的にさせるのかどうかが重要な要因になると考えられる。

そこで本稿では，まず先行研究を通して，韓国オーナー経営者の倫理的意思決定の特徴を考察
し，倫理的あるいは非倫理的意思決定を下す構図を描いてみる。次に，儒教色の強い韓国にあっ
て，オーナー経営者がなぜ非倫理的意思決定を行ってしまうのか，その外的諸要因を考察する。最

後に，その外的諸要因に関する事例研究として，韓国大手財閥SKグループの崔泰源会長の事例を
考察し，韓国オーナー経営者の倫理的意思決定に関する特徴の一端を明らかにしてみたい。

皿

韓国経営者12の倫理的意思決定の特徴とその外的諸要因

韓国経営者の倫理的意思決定13に関する先行研究は，主としてアンケート調査を中心とした実証
研究であり，回集した調査サソプルは統計的手法により解析されている。ただ，その分析視座やア
プローチ法は主として二つ考えられる。一つは韓国内のビジネススクールに通う社会人学生（多く
が会社経営老）や上場企業の経営者に対するアンケート調査であり，韓国人経営者のみに焦点を絞
り，その特徴を見出そうという研究である14。いま一つは国際的な比較研究であり，韓国および韓
国以外の国（米国，日本，インドなど）の経営者に同様のアソケート調査を行い，それぞれの相違
点を描写しようというものである15。いずれの先行研究から明らかとなった韓国経営者の倫理的意
思決定に関する特徴を列挙すると，主として以下三つが挙げられる。

第一の特徴は，韓国経営者自身は企業の倫理的問題について，厳格な見解を示していることであ
る。韓国経営者は，たとえ倫理的な問題に関する当該行為が法律に抵触していなくても，あるいは
所属業界の基準から見て許容範囲と判断されることであっても，公衆の面前で発言するのが恥ずか
しいと感じるような行為は決してしてはならないと考えている16。そして，経営者たるもの倫理意

識をしっかりと持ち，社会が求める価値や要請に応じることは企業活動の要諦であると考えてい
る17。それを証拠に，彼らは倫理的意思決定の判断基準として，義務論や社会正義論的思考を用い
ている。義務論や社会正義論的思考はその名の通り，経営者としてあるいは企業として，果たさな
ければならない当然の義務，または社会的に見て正当性を獲得できるような判断基準である。つま
り，経営者個人の強い価値観や倫理観，あるいは倫理にかなった判断基準をもつ上司の影響などか
ら下された倫理的意思決定の根幹には，義務論や社会正義論的思考という基準が存在しているのだ。

一方で，第二の特徴として考えられるのは，韓国経営者が相対主義的・功利主義的思考も持ち合
わせていることである。つまり，韓国経営者は，倫理的な問題に関する当該行為が，企業のおかれ
た環境の中で受け入れられるのかどうか，さらに当該行為が全体の利益に反映したものとなってい
るかどうかという基準で行為の是非を決断しているのである。一例として，金銭に対する考え方が
挙げられよう。一つは公金に対する認識である。公金とは広辞苑によれば，「おおやけの性質を有
する金銭」のことであり，その名の通り個人の所有ではなく，「おおやけ」であるからには，私的
に使用することは固く禁じられているはずである。しかしながら，韓国経営者は公金の使用につい
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て，直属の上司が公金の私的使用を問題視しなければ，公金の私的使用を善しとする傾向がある。

賄賂についても同様の傾向がある。賄賂とは同じく広辞苑によれば，「不正な意図で他人に金品
を贈与すること。また，その金品」を指す。自由市場経済下においては，公正かつ適切な競争の展
開が大前提であり，これが阻害される恐れのある賄賂は，抑止されるべき行為である。だが，韓国
経営者は，事業活動をしている当該国に賄賂の習慣があると判断されれば，その習慣に従おうとす
るというのである18。その方が自社にとって利益になるという判断が働いているのであろう。この
ように，義務論や社会正義論的な判断基準をもとに，強い価値観や倫理観を有する韓国経営者では
あるが，一方で，相対主義的・功利主義的思考という基準も別個に有していると考えられる。これ
らの基準に影響を与える要因としては，個人の金銭欲求の強さ，会社の利益優先，上司の執拗な指
示，組織的な慣行，業界の風土・雰囲気などが挙げられ，さらには，社会全体の道徳的堕落や政治
的な風土19にまで至っている。これらの要因と相対主義的・功利主義的思考が相互に結び付けば，
韓国経営者が非倫理的意思決定20を行う可能性が高まるわけである。

第三の特徴は，上記二つの特徴から抽出されよう。それは韓国経営者が倫理的意思決定に際し
て，二重の基準を有していること，つまり，韓国経営者は自身の強い倫理観や価値観に対し，それ
らを遮る別の倫理観が存在するということである。端的に言えば，上述した義務論・社会正義論的
思考と相対主義的・功利主義的思考が互いに対立・衝突し合うことで，韓国経営老自身の中には常
にジレンマとの葛藤が起きているわけである21。ジレンマとの葛藤に遭遇した場合，自身の強い価

値観や倫理観よりも，会社の利益優先，上司の執拗な指示，組織的な慣行，社会全体の道徳的堕
落，業界の風土・雰囲気さらには政治的な風土といったいわば外的諸要因が強ければ強いほど，非
倫理的意思決定を下してしまう可能性が高まるのではないかと考えられる。

以上を簡単にまとめると，韓国経営者の倫理的（あるいは非倫理的）意思決定は，義務論・社会
正義論的思考を基礎とした強い価値観や倫理観と相対主義的・功利主義的思考を基礎とした外的諸
要因の狭間で，常にジレンマと葛藤しているという特徴が挙げられる。倫理的意思決定がなされた
場合は，最後まで個人の価値観や倫理観を貫いた結果であり，他方，非倫理的意思決定がなされた
場合は，外的諸要因に強く影響を受けた結果といえる。極論すれば，韓国経営者の意思決定が倫理
的になるか，それとも非倫理的になるかは，このジレソマとの葛藤の結果次第というわけである。

では，どのようにすれば韓国経営者の意思決定を倫理的意思決定に向けることができるのであろ
うか。簡潔にいえば，韓国経営者を取り巻くジレンマとの葛藤をできる限り軽減することである。

そのためには，非倫理的意思決定を下す要因をどう対処するかが肝要となるだろう。しかし，韓国
経営者自身がもつ相対主義・功利主義的思考は安易に払拭できない。なぜなら，個人的な思考を操
作すること自体，至難の業であるが，何より韓国経営者は義務論・社会正義論的思考も併せもつた
め，どちらか一方だけを都合よく払拭することは不可能というものである。そうだとすると，ジレ
ソマとの葛藤の軽減の矛先は，外的諸要因に向けられることになるだろう。すなわち，会社の利益
優先，上司の執拗な指示，組織的な慣行，社会全体の道徳的堕落，業界の風土・雰囲気，政治的な
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風土などの影響力を極力軽減することが次善の策となるわけである。

経営者の倫理的意思決定と外的諸要因または外部環境に関する研究では，企業内に倫理綱領を制
定したり，倫理的な組織風土をつくったり，あるいは業界の雰囲気そのものを改善したりすること
が，経営者の倫理的意思決定に対し，肯定的に影響するという報告結果も出されている22。次節で
は，韓国における外的諸要因，外部環境という観点から，韓国経営者を取り巻く人間関係ネットワ
ークに着目してみたい。なぜなら，次節で言及するように，韓国においては人間関係ネットワーク
が重要視され，人間関係ネットワークの強弱によって，上記の外的諸要因や外部環境が左右される
と考えられるためである。

皿

韓国における人間関係ネットワーク

一国の文化・慣習や社会的背景などがその国の企業文化を反映するように，韓国においても独自
の企業文化が形成されてきたことは言うまでもない。筆者は以前，韓国の企業文化に関する先行研
究を整理し，その特徴を以下三つにまとめた23。それは①階層制的企業組織の形成，②（日本とは
性格を異にする）集団主義的性質，③血縁，地縁，学縁による個人的な人間関係ネットワークの重
視24の三つであり，とりわけ注目したいのが③の人間関係ネットワークである。

韓国において，人間関係ネットワークが必要とされる所以は，まず儒教を基礎とした韓国社会一

般に見ることができる。周知のとおり，儒教は14世紀の高麗王朝時代に伝わり，李朝時代には国
家統治に大きな役割を果たした。儒教において，とりわけ強調されるのが「孝」の精神であり，こ
れを基底として，父子関係を中心とした血縁関係の重視，ならびに権威主義的なタテ社会が形成さ
れた。血縁関係は父系の血縁集団が絶対視され，その集団に属さない人々とは鮮明に区別された。
強固な血縁関係を表すものとして，「族譜」の存在が有名であるが，「族譜」には，一族の由来や先

祖の業績，生年没年，役職，配偶者とその先祖，墓所などが記載されており，一族の結束が常に確
認できるようになっている25。

李朝時代から根強く続く儒教文化は，現代の韓国の企業社会においても当然ながら継承されてい

る。図1は韓国の企業社会を簡略化して表したものである。家の周囲には共同体社会が形成され
ているが，さらにその内奥には，血縁，地縁，学縁に基づく閉鎖的な関係社会が形成されており，

ここで構築される「人間関係」が何よりも重視されてきた。関係社会の内に張り巡らされた人間関
係ネットワークは様々な場面で応用されるが，その代表例として，セーフティーネットとしての側
面を指摘できるだろう26。例えば，ある人が何か致命的な失敗を出したとする。しかし，致命的な
失敗にも拘わらず，失敗を犯した本人を取り巻く血縁，地縁，学縁が支援・救済の手を差し出すこ
とで，再度，本人を表舞台へと復活させるわけである。

韓国の企業社会でこのようなセーフティーネットが敷かれていれば，韓国経営者も倫理的意思決
定の判断が甘くなる可能性が当然生まれてこよう。つまり，失敗を容認する存在としてのセーフテ
ィーネットがどうしても経営者の危機管理意識を低下させ，非倫理的意思決定を誘発してしまうの
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図1

i

韓国の企業社会の構造

姻による大l
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共同体社会
……

姻にょる大

社会

…… @＝セーフティーネット

（出所）李健泳（1994），259ページの図に筆者加筆。

図2

諸環境に対する韓国財閥企業の影響メカニズム

機構的
経済団体（全経運、商工会議所）

財閥系の言論・教育機関

の要職

財団（経済研究所、文化財
団）

経済関連の各種政府機関の

各種文化・スポーツ行事

諮問委員

直接的

間接的
政治家・高級軍人の関連
企業へのスカウト

関連機関の要職への就任

人的
（出所）サ大榮（1999），51ページ。

である。いわば，経営者にモラルハザード27が発生する可能性が働くわけだ。

ところで，関係社会に基づくセーフティーネットはいかにして拡張されうるのであろうか。図2
は韓国内の企業環境の変化に対し，財閥企業がいかようにして影響力を行使してきたのか，そのメ
カニズムを四つの軸で表したものである。「機構的」な影響メカニズムとは，財閥企業が有するマ
スメディアや教育機関，文化・研究財団などを通して，財閥側にとって良好な世論を構築すること
や，全国経済人連合会（以下，全経連），大韓商工会議所といった各種の経済団体を通して，経済
的な政策に影響力を行使することを意味する28。他方，「人的」な影響メカニズムとは，財閥の企
業活動にとって縁のある元高級官僚などを関連企業の要職として向かい入れる，つまりスカウトに
よって，政府機関と親密な関係を形成したり，あるいはオーナー経営者自身またはその一族が多様
な関係団体の役員等を兼務することで影響力を行使することを意味する29。管見では，この「人的」

な影響メカニズムを通して，韓国財閥企業がセーフティーネットを拡張させてきたのではないかと
考えている。その際，頻繁に用いられたのが，「婚姻」を通じた関係拡大の原理である。

韓国財閥企業の婚姻関係を通じた人間関係ネットワークの拡張は，孔槙子（1989）の研究が参
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考になるだろう30。同研究では，全経連の会員である上位100大財閥の総帥の子息・子女と婚姻関
係にある岳父（妻の父親）123名，義父（夫の父親）82名，計205名を分析対象としている。まず，

岳父123名の職業を見てみると，財界関係と非財界関係に大きく二分される。財界関係者は49名
で，このうち22名が全経連の関係者であり，さらに財閥の創業者に10名が該当した。他方，非財
界関係者は74名であるが，彼らが活動していた分野は行政，立法，司法などの政府機関や軍，あ
るいは金融界など多岐に渡る。政官界では，長官や次官を務めた者が最も多く24名，総理や副総

理3名，前職大統領と現職の大統領が各1名ずつ，国会議員8名，司法界3名，軍関係者2名で
あった。その他では，学術界が9名，マスコミ関係が3名，金融界が8名確認された。
一方，義父の職業を見ると，財界関係者が33名であり，非財界関係は49名である。財界関係者
33名のうち，全経連の関係者は16名で，そのうち10名の義父が創業者であった。また，3名が財
閥の系列企業の役員を務めていた。次に，非財界関係者49名を見ると，全経連には属していない

ものの，大規模企業の創業者が6名いた。その他では，行政府関係者が12名，立法府関係者が8
名，金融界が9名，学術界が7名，医師が4名の内訳となっている。ちなみに，100大財閥の子息
は政官界の家との通婚関係が活発であり，他方，子女は財界の実力者の家へ嫁ぐケースが多く，財
閥企業は双方を使い分けながら，各界との結び付ぎを強めているとされる。

以上をまとめると，韓国財閥企業と婚姻関係の特徴については下記四点が考えられる31。第一
に，財閥企業は親族や姻戚関係にある者を自社の系列会社の社員に迎え入れることで，系列会社に
対する牽制力を強固にしている。第二に，財閥企業は姻戚関係を通して，社会の主要な分野に直接
間接的に関与することで企業の競争環境を統制し，政官界の主要な分野から一定の影響力を有す
る者を系列会社ヘスカウトすることで，競争環境との連携を維持している。第三に，財閥企業は兄
弟姉妹を自らの利害増幅が見込まれる政財界や他の主要な分野の有力人士に嫁がせることで，これ
らとの同盟関係を結んでいる。第四に，以上のような姻戚関係の締結を通して，財閥企業自身の階
級的地位や社会的地位を維持・強化させている。さらに，財閥企業の「婚脈」を辿っていくと，他
の財閥企業との繋がりも確認でき，実際のところ，韓国財閥企業のほとんどが財閥企業どうしの一
大ネットワークを築きあげていることも指摘できる32。

このように，韓国財閥企業は婚姻関係を通じて，政官界や財界との結び付きを強めることで，自
身の人間関係ネットワークを拡張していることが明らかとなった。（図1参照）このことを韓国経
営者の意思決定で見た場合，拡張された人間関係ネットワークを有するか否かによって，韓国経営
者の意思決定は異なってくる。すなわち，堅固なネットワークの有無により，意思決定が倫理的に
なるか非倫理的になるかが左右されると考えられるわけである。（図3参照）

そこで次節では，このセーフティーネットとしての堅固な人間関係ネットワークに関して，SK
グループの事例を通して考察を深めてみたい。
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図3

韓国経営者の倫理的（非倫理的）意思決定

論

社

論義考
務正思
義会的

〈韓国経営者〉

〈要因〉
個人の強い価値観や
倫理観
上司の基峯

⇒

倫理的
意思決定

無し

堅固なネットワークの有無

ジレンマ
との葛蔽

有り

・会社の利益
・上司の指示
・個人の金銭欲求
・組織の慣行
・社会の道徳的堕落
・粟界の風土・雰囲気

⇒

非倫理的
意思決定

・政治的な風土
（出所）筆者作成。

】V

SKグループの事例

（1）SKゲループの概要と所有構造33

SKグループ34（旧鮮京グループ）は，1956年に設立された鮮京織物35を母体として発展した。

60年代に入り，朴正煕政権による開発独裁体制の下で韓国経済が発展を遂げる中，鮮京グループ

は66年に鮮京化繊，69年に鮮京合繊を設立し，まず化学事業へ進出した。その後，70年代に入
り，鮮京グループは，73年に鮮京石油を設立して石油産業への多角化を果たし，また75年にはウ
ォーカーヒル・ホテルを買収し，㈱ウォーカーヒルを設立した。翌年には，鮮京石油を鮮京化学へ

と商標を変更し，鮮京織物は鮮京産業（62年設立）を吸収合併して新たに㈱鮮京としてスタート
した。

さらに，鮮京合繊が鮮京化繊を吸収合併（88年に鮮京インダストリーへ名称変更），77年には鮮
京建設を設立するなど，70年代は鮮京グループにとって，新会社の設立や新規分野への多角化，
既存会社の商標変更，さらには買収・吸収合併を通じた事業拡大など，一気に拡大路線へと向かう
時期となった。

80年代に入って，同グループの拡大路線はさらに続くこととなる。80年には，㈱鮮京が大韓石
油公社を買収し，82年に名称を㈱油公とした。また，87年に鮮京化学を㈱SKCへと名称を変更し
ている。その他，新たに設立された会社は油公海運，油公ガスなどが挙げられ，清州，亀尾，浦項
などの地方都市においてもガス会社を設立するに至っている。

設立から80年代まで化学・石油事業を中心に事業展開してきた鮮京グループであるが，90年代
に入ると，さらなる新規事業への多角化路線が鮮明となる。まず，92年に太平洋証券を買収して
鮮京証券を設立し36，証券業界へ進出した。94年には，㈱油公が韓国移動通信の株式を取得するこ

とで経営権を奪取し，情報通信業界進出への布石を敷いた。また，98年には「鮮京」（Sun−
Kyoung）の頭文字をとって「SK」とグループ会社全体の名称を変えることでCI（コーポレート
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・アイデソティティ）を一新した。これに伴い，韓国移動通信はSKテレコム，繍油公はSK㈱，

㈱鮮京はSK商社（2000年にSKグローバル，2003年にSKネットワークへ名称変更），鮮京イソ
ダストリーはSKケミカルへと名称を変更している。

IMF管理体制を経た後も，

SKグループの拡大路線は止まるところを知らない。99年にはアメ

リカのエンロン社（2001年末に破綻）との合弁でSKエソロソを設立し，各地域の天然ガス企業
を次々に買収した。2002年にはSKテレコムが新世紀通信を吸収合併し，情報通信事業の中核事
業へ成長することで37，同社は現在，㈱SKと共にSKグループの収益基盤をなしている。
では，様々な事業分野へ多角化したSKグループの所有関係はどうなっているのだろうか。表1
はSKグループの内部持分率を表したものである。97年末のグループの系列会社間の平均内部持分
率は32．8％であったが，2003年末には36％になり，6年間で3．2％上昇した。これは創業者一族の
持分率が4．6％から2．1％へと減少に転じたものの，系列会社の持分率が23．1％から29％へと上昇

し，系列会社による株式持合い構造が促進されたためである。また，2003年の決算日時点で，SK
グループの系列58社の平均持分率は36％であり，そのうち，系列会社の持分率が29％，創業者一
族が2．1％となっている。SKグループは他の財閥グループに比べ，系列会社による持分率が低く
ないが，創業者一族の持分率は極めて低いことがわかる38。創業者一族による薄弱な出資関係は，

M＆Aの標的のまたとないチャンスとなる。事実，SKグローバル（現SKネットワーク）の債務
超過や持株会社的役割を果たしたSK㈱への敵対的買収などが懸念されたが39，同グループは通貨
危機を前後して，創業者一族と系列会社間でしきりに株式売買を行うことで，一連の出資関係を再
調整し，創業者一族による支配を維持することに成功した。

表1SKグループの内部持分率（各年度の決算日基準）
（単位：10億ウォソ，％）

年度

系列会社

資本総額

創業者一族

ﾌ持分率

系列会社の持分率
自社株

上位3社

全体

内部

摯ｪ率

1997

40

5，460．0

4．57

17．54

23．10

2．41

32．84

1998

39

9，124．4

2．75

25．87

32．48

4．62

40．91

1999

38

17，242．9

2．78

23．06

32．98

2．44

38．83

2000

53

18，614．6

2．40

22．46

34．72

4．18

41．98

2001

63

18．2949

1．87

24．80

36．43

5．55

44．30

2002

60

16，199．9

1．57

21．99

31．46

6．93

40．37

2003

58

15，987．3

2．07

17．19

29．35

4．54

36．37

注：1）上位3社は2002年末の純資産を基準として，系列会社の出資が最も多かったSK㈱，

SKグローバル。
2）負債が資本より大きい会社の資本総額は0とみなした。
3） 内部持分率には非営利法人と役員の持分率も含む。
（出所）金鎭邦（2005），195ページ。
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SKテレコム，

図4

SKグループの出資関係
（2003年10月末，普通株の所有比率，単位：％）

國

620

47．6

40．6

SK建盈

30．99

（出所）高龍秀（2004），80ページ。

詳述すれば，SKグループは通貨危機が発生する前まで，資本規模の大きかったSK㈱を中心と

して，上場企業間で二つの循環出資40関係を構築してきた。すなわち，SKケミカル→SK㈱→
SKC→SKケミカルの循環出資関係と，

SKグローバル→SK㈱→SKテレコム→SKグローバルの

循環出資関係である。この二つの出資関係に対し，非上場企業に創業者一族が出資することでグル
ープ全体を支配していたわけである。しかしながら，通貨危機後，グループの構造改革の過程で，

二つの循環出資関係は切れることになったため，グループに対する創業者一族の支配が薄弱となる

事態となった。そこで，新たにSK㈱の代わりに最大株主として浮上したのがSKC＆Cであっ
た41。現在，所有構造はSKの創業者の弟で二代目の崔鐘賢（98年逝去）の長男崔泰源42が
SKC＆Cの最大株主となることで，間接的にSK鶴を支配し，創業者一族のグループ支配維持を実
現している。（図4参照）

（2）SKゲループにおける人間関係ネットワーク

SKグループは，創業者一族の出資比率が低下したにもかかわらず，依然として創業者一族が強
い影響力を行使している。表2は崔ファミリーによるSKグループの所有と経営への参与を表した
ものである。SKグループ現会長である崔泰源は，

SK㈱の会長職および推薦委員を歴任し，経営

に直接参与しているが，その他3社（SKネットワーク，

SKテレコム，

SK建設）へは非常勤理

事として参与している。崔泰源の弟でSKE＆S副会長の崔再源（二代目次男）は，
所有すると共に，SKテレコムの副社長や役員を務めている。さらに，

SK㈱の株式を

SKグループの創業者の子

息たちの経営参与を見ると，前SKケミカル会長の故崔胤源（創業者長男）ならびにSKC会長の
崔信源（創業者次男）は系列会社の株式を保有していたものの，共に役職には就いていない。

一方で，SKケミカル副社長の崔昌源（創業者六男）がSKネットワークとSK建設の常勤理事，
副社長を兼任している。その他では，SKテレコムの社長を務める表文珠（崔会長のいとこ）が経
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表2

SKグループの家族構成員の所有一L経営への参与
持分（％）

崔泰源
i創業者弟の長男）

崔再源
i創業者弟の次男）

SK

1998年 2000年 2003年

1998年

0．13

0．11

0．6

代表理事，会長

0．08

0．07

0．47

崔信源

特殊関係人

20．64

27．21
3．29

崔昌源

0．2

0．1

0．77

0．31

0．61

0．12

i創業者の長男）

lットワーク

0．18

崔泰源

崔胤源

SK

0．21

2．87＊

i創業者の六男）

崔信源
親族

1．98

3．83

i8名）

i6名）

特殊関係人

11．42

53．54

崔泰源

代表理事，会長

@推薦委員

@推薦委員

18．20

非常勤理事
常勤理事

@専務

0．00

常勤理事

寰ﾐ長

非常勤理事

非常勤理事

非常勤理事

構勤理事専務

代表理事，社長

代表理事，1社長

0．00

@推薦委員
副社長

@推薦委員
役員

0．00

0．00

34．17

24．6

崔泰源

SK建設

代表理事，会長

9

SKテレコム 崔再源

特殊関係人

2003年

1．1

表文洗

親族

2000年

0．03

i創業者次男）

親族

経営への参与

・

非常勤理事，会長
常勤理事，副社長

崔昌源

（注）2004年12月時点，＊は最大株主を指す。推薦委員とは，，社外取締役候補推薦委員会委員のgと。なお，

SKエンロンとSKガスには持分一経営への参与はない。
（出所）

金東雲・柳泰銭・他（2005），99ページ。

営に参与し，一瞥すると，崔ファミリーの経営支配体制は磐石のように感じられる。

ところが，2003年以降，SKグループ全体を揺るがす事件が起きた43。それは，2003年2月，孫
吉丞前グループ会長と崔泰源SK㈱会長（当時）が，不正な株取引によってグループ会社に損失を

与えたとして，背任容疑で逮捕されたのだ。逮捕内容は前年3月に，グループ支配強化のため
に，ウォーカーヒル・ホテル株（非上場）とSK㈱の株式交換をした際，ウォーカーヒル・ホテル
の株価を不当に高く評価して約700億ウォンの不当利益を得たというものである。

加えて，2003年2月，SKグローバル（現SKネットワーク）が2001年に約1兆5000億ウォン
の粉飾決算をしていたことが明らかとなり，さらに，SK海運も同様に粉飾会計を行うなど，一連
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表3
日

SK崔会長の拘束・保釈から会長職復帰までの動き

付

一

連

の

動

き

2003年2月

ソウル地検がSKグループ系列3社に対し，家宅捜索を開始。

3月

ソウル地検がSKグローバルの粉飾決算の容疑を確認。崔会長以下，関係老を背任容疑で拘束。

3月下旬

崔会長は自身の初公判で，検察の控訴事実を大筋で認める。（孫吉丞CEOは関連事実を否定）

5月

ソウル地検は，崔会長に対し懲役6年を求刑。

6月

崔会長は1審で3年の実刑判決を受ける。

9月

崔会長が保釈金1億ウォンで保釈される。

10月下旬

崔会長が現場復帰への動きありと報道される。

11月上旬

崔会長が会社へ出社していることが判明。（週2〜3回，会長室へ出勤）役員より経営の報告を
け，主な会議にも出席していると伝えられる。

2004年2月

崔会長中心の一本化体制へ再編。

2005年3月
2005年7月
（出所）

崔会長体制に対し，SKの株主総会で株主たちから強い支持。崔会長がSK㈱の代表取締役・会長へ正式に再任。

財界オーナーの会合で，新体制を強くアピール。
朝鮮日報等をもとに，筆者作成。

の事件は「韓国版エンロソ事件」として韓国内に衝撃が走ったわけである。

崔泰源会長が拘束・起訴され，一審で懲役3年の実刑判決を受けたことで，韓国内ではSKグル
ープ全体の経営危機が懸念された。ところが，これは要らぬ心配であった。なぜなら，崔会長は保

釈金1億ウォンを払って釈放され，その後，短期間のうちにグループ会長へと再度返り咲いたの
である。逮捕・起訴から会長職復活までの一連の出来事は，わずか半年というあまりに短い時間を
要したに過ぎず，まるで猿芝居を見せられたかのように映った。（表3参照）

では，なぜ崔会長はこれほど短期間で会長職復帰を果たせたのだろうか。その理由を筆者は，婚
姻関係を通じて形成された人間関係ネットワークが，まさしくセーフティーネットとして機能した

ことで，崔会長の会長職復帰を後押ししたのではないかと推察している44。図5はSKグループ崔
ファミリーの婚姻関係図である。まず政官界との繋がりでは，崔会長の夫人盧素英が，盧泰愚元大
統領の実娘であり，故崔胤源の夫人金採憲が，国家総合電子調達システムの運営機関である韓国調
達庁の元局長金二建の実娘に当たる。また，崔藝静（創業者四女）の夫李東呈は，朴正煕大統領の
元側近で大統領秘書室長および中央情報部長を務めた李厚洛の実息である。財界では，崔信源夫人
の白海英の父親が第一遠洋代表の白種成，崔恵源（創業者次女）の夫朴長錫の父親は中小企業銀行
の専務を勤めた朴ジュウィ，崔支源（創業者三女）の夫韓相求の父親であるウリム産業代表の韓ギ
ルスなどが挙げられる。その他，マスコミ界では，崔貞源（創業者長女）の夫高グァソチョンの父

高鶴來が，韓国マスコミ界を代表する思想界の顧問を，学術界では，創業者三男の崔鐘寛（前
SKC顧問）の三女崔唄源の夫金鐘亮が漢陽大学の総長を，そして，その父親も同大学の理事長を
歴任している。また，創業者四男崔鐘旭（前SKM会長）の夫人趙東玉の父趙ヒョウォンもソウル
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図5
崔学培（本人）一

→

崔箇建（男）一

一
一
→
一
→
一
一
一
→

SKグループ崔ファミリーの婚姻関係

李同大（夫人）

盧顕愛

．

崔胤源（男）一
崔信痺（男）一
崔貞源（女）一
崔恵源（女）一
崔支源（女）一
崔藝静（女）一

一

金採憲（夫人）
白海英（夫人）
高グァンチョン（夫）
朴長錫（夫）
韓相求（夫）
李東呈（夫）

金二建（調達庁局長）
臼種成（第一還洋代表）
高鶴來（思想界顧問）
朴ジュウィ（中小企粟銀行専務｝
緯ギルス（ウリム産粟代表）
李厚洛（中央情報部長）

崔昌瀕（男）一崔ユギョン（夫人）

崔養分（女）一 表絃九（夫）
崔養順（女）一 呂運昌（夫）
崔鐘賢（男》一 朴桂姫（夫人）
→ 崔泰源（男）一 盧素英（夫人）
一→ 崔再源（男）一 蒙瑞榮（夫人）
→

一
←
←
←
一
一

崔瑛源（女）一

金俊一（夫｝

一 屋泰愚（大統領）
一 薬ヒギョン（教師）
一 金ヨンチョル（テファギヨン（株）社長）

一・崔鐘分（女）一 李漢錯（夫）
一 崔鐘寛（男）一 張明頭（夫人）
一 崔淳源（女｝− J．Kフォークナー（夫）

→

崔浩源（女｝一

柳圭鴻（夫）

→ 崔畷源（女｝一 金鐘亮（夫）
→ 崔鐘順（女）一 組斎東（夫｝
一 崔鐘旭（男）一 趙東玉（夫人）

←
←

金運俊（漢陽大学理事長）
趙ヒョウォン（ソウル大学教授）

（出所）金東雲・柳泰銭・他（2005），360ページをもとに，ソウル新聞社産業部編
（2005），413〜414ページの家系図で補完・修正。

大教授を務めた人物である。

付言すれば，崔会長自身の人間関係ネットワークにおいても，国務総理や財務長官，内務・外務
長官などを政府の重役を歴任した人物との関係があり，また，朝鮮日報や中央日報などマスコミと

も精通しているとされる。あるいは，前述したように，財界どうしの繋がりも考えると，三星や
LGといった上位財閥グループから斗山，暁星などの中堅財閥に至るまで幅広いネットワークを持
っていると考えられる。

このように，崔ファミリーを取り巻く人間関係ネットワークは婚姻関係を通じて，政官界や財
界，マスコミ界さらには学術界というように幅広いネットワークが張り巡らされていることが明ら
かとなった。そして，上記のような幅広いネットワークが，崔会長のセーフティーネットとしての
役割を果たし，故に意思決定に際して，何らかの反作用が働くのではないかと予想されるわけであ
る。さらに言えぱ，セーフティーネットの存在が経営者の意思決定を非倫理的意思決定へと導く可
能性が考えられるわけである。

V

おわりに
本稿では，通貨危機以後の韓国内外の環境変化を契機として，現在，韓国財閥企業が「倫理経

営」に取り組んでいる一方で，企業内における意思決定が，依然としてオーナー経営者の一手に握
られている事実を鑑み，オーナー経営者自身の倫理的意思決定について考察してきた。

まず，韓国経営者の意思決定に関する先行研究からその特徴をまとめた。韓国経営者は義務論・
社会正義論的思考と相対主義・功利主義的思考の二つを有しており，常にこの二つの狭間で意思決
定のジレンマに陥っていることが明らかとなった。意思決定が倫理的になるか，それとも非倫理的
になるかは，韓国経営者を取り巻く諸要因が影響しており，とりわけ，後者の場合には外的諸要因
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が影響していることがわかった。

次に，韓国の企業文化や企業社会の特微をもとに，外的諸要因が左右される一つとして，人間関

係ネットワークに注目した。人間関係ネットワークは，セーフティーネットの役割を果たしてお
り，セーフティーネットは主として婚姻関係の締結によって拡張されてきた。また，人間関係ネッ
トワークが婚姻関係により拡張されることで，次第に堅固な人間関係ネットワークが形成され，そ
の強弱あるいは有無によって，韓国経営者の意思決定が倫理的になるか非倫理的になるかが左右さ
れると考えられた。

以上のことを確認するため，SKグループの事例を取り上げ，同グループの会長が短期間で会長
職復帰を実現した理由を，婚姻関係を通して形成された政官界や財界，マスコミ界，学術界などの

幅広い人間関係ネットワークに求めた。また，会長を取り巻く堅固な人間関係ネットワークによ
り，会長自らの意思決定が非倫理的意思決定の方へ近づいたのではないかと考えられた。

本稿を通して，韓国経営者を取り巻く幅広い人間関係ネットワークが，セーフティーネヅトとし
ての役割を少なからず果たしていることが確認でき，このようなセーフティーネットが張り巡らさ
れている限り，韓国経営者はたとえ非倫理的な意思決定を下したとしても，セーフティーネットに
より守られていることが明らかとなった。
しかしながら，本稿で明らかとなったことは，先行研究のレビューから推測し得ることであり，

あくまで仮説の領域を超えていない。今後の課題としては，①経営者自身がもつ人間関係ネットワ
ークが具体的にどう作用しているのか。②堅固なネットワークの有無が実際，どのように意思決定
に影響をもたらしているのか。③強固な人間関係ネットワークをもつ経営者は非倫理的な意思決定
を行っているのか。④反対に，人間関係ネットワークが堅固でない経営者は，意思決定が倫理的で

あるのか。⑤SKグループ以外の財閥企業，あるいは比較対象として，中小企業の経営者の事例を
さらに調べること。以上の五つについて，今後さらに研究を行う必要があるだろう。

注

1通貨危機以後の韓国財閥の再編成と事業再構築，ならびに今後の財閥の方向性についての議論は，安倍
（2007）が詳しい。安倍（2007）は，通貨危機以後，財閥グループの多くは，多角化戦略から事業集中戦略
へと移行しているが，依然として，グループ内の人材活用やリスク分散，取引コストの削減といった多角化
によるメリットが残っているため，多角化の事業戦略は未だ維持されていると指摘している。
2韓国の企業統治問題に関する議論として，かねてより「所有と経営の未分離」が指摘されてきた。ここから
派生する問題としては，①オーナー経営者（支配株主）による絶対的支配のために，少数株主や債権者など
の利益が十分に確保されてこなかったこと，②オーナー経営者に対するモニタリング機能の欠如，③オーナ
ー経営者が法的責任を負わないこと，④オーナー経営者が参席する会長秘書室や総合企画室と呼ばれる内部
機関が，法的責任を問われないことなどが議論されてきた。換言すれば，オーナー経営者に対し，いかにし
て適切な監視・牽制を機能させるのかという点が議論の的となってきたわけである。企業統治改革の結果，
①少数株主の権利保護やオーナー経営者への責任強化，②上場企業に対する社外取締役の義務化，③企業会

計制度の改善，④M＆A市場の規制撤廃などが推進された。しかしながら，企業統治については未だ課題が
山積しており，今後も議論が継続されるであろう。（金在淑（2004）を参照）企業の倫理問題を考える上で，
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企業統治の議論は避けて通れないが，この議論については，また別の機会に譲りたい。

3韓国の財閥（Chaebols）の基本的な特微としては，①オーナーおよびその家族や同族による閉鎖的な所有構
造，②関連性のない事業への多角化が挙げられる。韓国の財閥に関する定義や概念については，柳町（2001）

が整理している。韓国では財閥という表現以外に，企業グループや大規模企業集団といった表現が用いられ
るが，本稿では韓国財閥企業と表記する。なお，大規模企業集団という呼称は，公正取引委員会が1986年よ
り始めた「大規模企業集団指定」に由来する。指定開始当初は資産総額上位50グループを「50大企業集団」
に指定していたが，1993年からは資産総額上位30位グループを指定し，これらを「30大企業集団」と呼称し
ていた。公正取引委員会は「30大企業集団」に対し，系列会社間の相互出資の禁止や出資総額の制限を通し

て，一部の企業グループによる経済力集中を抑止してきた。その後，IMF管理体制下にあった1998年2
月，出資総額制限制度は一旦廃止されたが，翌年には再度復活し，大規模企業集団に対する政策の一貫性の
欠如が懸念された。2002年には「30大企業集団」指定は完全に廃止され，代わりに資産総額2兆ウォソ以上
の企業グループを「相互出資制限企業集団」として指定するよう変更した。なお，公正取引法の一連の改正
と財閥の構造変化については，遠藤（2004）を参照のこと。
4深川（2004），10ページ。

5例えば，韓国政府は1999年に「外国公務員に対する賄賂防止法」を，2001年には「腐敗防止法」を制定・施
行している。また，財政経済部が遵法監視人制度を，公正取引委員会が自律遵守プログラム（コンプライア
ソス・プログラム）を実施し，産業資源部は企業倫理評価を行い，金融分析院はマネーロンダリソグ防止制
度を整備するなど各部局レベルでも取り組みが実施されている。李建憲・崔昌明（2004），50〜52ページ。

6市民団体が企業に直接，訴訟を行うケースも出ている。参与連帯は，1997年に韓実製鉄の不正に絡んで，第
一銀行の取締役を相手取り代表訴訟を起こした結果，一審で勝訴した。同じく，2001年には三星電子に対し
ても勝訴しており，今後，市民団体による監視・監督はますます強化されるのではないかと思われる。安倍
（2005），61ページ。

7韓国上場企業における外国人株主の株式保有は，所有株式数基準で見ると，93年は8，74％であったが，99年
には12．37％，2003年には18％，そして，2005年は22．96％へと上昇している。時価総額基準においても，99
年は21．69％であったが，2004年には41．97％となっており，外国人株主の影響力がますます強くなっている
ことが窺える。韓国証券取引所『株式』各年度版を参照のこと。
8日本では「ビジネス・エシックス（Business

Ethics）」の対訳として，「企業倫理」や「経営倫理」といった

用語がしばしば使用されるが，韓国ではこれらに加えて，「透明経営（早噌石（習）」や「倫理経営（音司石曽）」

といった用語が使用される。「透明経営」は主に会計における情報開示の透明性を指す場合に使用されるが，

実際のところ，これらの用語の明確な定義付けは未だなされていない。本稿では「倫理経営」を「企業が積
極的かつ主体的な姿勢で，企業倫理の遵守を行動原則とし，経済的・法的責任はもちろん，社会通念的に期
待される倫理的責任の遂行を，企業の責務として認識する経営形態を言う。すなわち，企業や個人の利益追
求活動と，企業倫理の間に葛藤が生じた場合，倫理的な側面を優先的に考慮すること（南尚九（2004），83
ページ。）」と定義しておく。

9韓国の財界代表機関である全国経済人連合会が，2005年5〜6月に上場企業と財界会員企業500社（団体を除
く）のCEOを対象に行なった調査（500社中164社の回答，回答率32．8％）によると，倫理経営憲章（綱領）
を保有している企業は全体の62％（101社／164社）であり，このうち詳細な指針まで確保している企業は90

％（91社／101社）に上っていることが判明した。調査では，全体で8割強のCEOが，平素から従業員に対
し「倫理経営」の必要性を強調していると回答しており，「倫理経営」への関心が窺える結果となっている。
その他詳細な結果については，全国経済人連合会編（2005）を参照のこと。
10「オーナー経営者」は，総帥およびその一族を指し，俸給経営者（salaried−manager）と呼ばれるようないわ

ゆる専門経営老は含まないとする。なお，中小企業の経営者の倫理的意思決定の特徴については，サ大赫
（2004）を参照のこと。

11例えば，柳町（2001，2003）および勝部（2003）の指摘が挙げられる。

12実のところ，韓国のオーナー経営者のみを調査対象とした先行研究は皆無に等しい。俸給経営者のみを調査

対象とした先行研究もまた然りである。そのため，本節ではオーナー経営者という概念をもう少し広く捉
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え，韓国経営者あるいは経営トップに焦点を置いた先行研究を取り上げる。従って，本節での表記は「韓国
経営者」とする。

13倫理的意思決定とは，以下の一連のプロセスを意味する。それは，問題の中に倫理的要素が含まれているこ
とを認知することから始まり（倫理的問題の認知），意思決定者がその問題において，何をすることが正し

いことなのかを判断する（倫理的判断）。そして，自らの判断に基づいて，倫理的意思決定の確立を行い
（倫理的意志の確立），具体的な行動に移す（倫理的行動）。詳細は中野（2004）を参照のこと。
14代表的な研究には，安東奎・他（1998），李鎭奎・趙俊學（1997），高旭（2003）などが挙げられる。
15たとえば，Chong−Yeong

Lee，

Hideki

Yoshihara（1997），P．

Maria

Joseph

Christie他（2003），朴憲俊（2000）

が挙げられる。
16Chong−Yeong

Lee，

Hideki

Yoshihara（1997），9ページ。

17李鎭奎・趙俊學（1997），265ページ。調査では，そのほかに，自身以外の他者はしっかりとした倫理意識を
持っていないのではないかという結果も出ている。†容換・金商湧・安東奎（2000），102ページでも同様の
結果が出ている。
18Chong−Yeong
19P．

Maria

Lee，

Joseph

Hideki

Christie，

Yoshihara（1997），10ページ。
Ik−Whan

G．

Kwon

Philipp

A。

Stoeberl

Raymond

Baumhart（2003），275ページ。同

研究では，米国，インド，韓国の経営者の非倫理的意思決定に及ぼす要因について，統計解析を行ってい
る。米国とイソドの経営者は個人利益の貧欲さ誠実さの欠如等，個人的な要因に影響を受けやすい一方で，
韓国の経営者は個人的な要因に加えて，国内の政治的な風土からも影響を受けやすいことが報告されている。
2°韓国企業の非倫理的行為の問題点とその改善策については，金聖壽（1999）を参照のこと。

21安東奎・朱尤進・韓正和（1998）176〜191ページ。朴憲俊（2000）222〜256ページ。
22倫理的意思決定と組織風土に関する最近の実証研究として，日本の研究者では，山田敏之・福永晶彦・中野
千秋（2005）が，韓国の研究者では高旭（2003）が挙げられる。
23詳細は，中川（2005）を参照のこと。

24韓国の人間関係ネットワークを詳細に取り上げたものとして，服部（1992）および崔在錫（1987）が挙げら
れる。

25服部（1986），59〜62ページ。

26このことについて，服部（2005）は，「非公式的な人間関係ネットワークが危機の時代に社会的なセーフテ
ィーネットとして機能していた（39ページ）」と言及しており，また，表現は異なるが，李健泳（1994）は
血縁，地縁，学縁等で結ばれた組織が，組織の失敗を補完する「安全ピソ」としての役割を果たしていたこ
と（257ページ）を指摘している。
27モラルハザードについては，Paul

Milgrom，

John

Roberts（1992）を参照のこと。

28サ大榮（1999），51ページ。

29同上，51ページ。
30孔槙子（1989），87〜103ページを参照。
31孔槙子（1989），128ページ。
32サ大榮（1999），55ページ。

33SKグループの概要および所有構造については，金鎭i邦（2005）185〜210ページを参照した。

SKグループ

の発展過程については，SKグループホームページ，および鮮京四十年史編纂委員会編（1993）を，

SKグ

ループの企業文化ついては，高承禧（2006）390〜435ページをそれぞれ参照。
sc

SKグループは，①エネルギー・化学分野（㈱SK，

②情報通信分野（SKテレコム，

SKC＆C，

流・サービス分野（SKネットワーク，

SKケミカル，

SKテルリソク，

SK建設，

SK海運，

SKC，

SKE＆S，

SKテレシス，

SKガス，

SK仁川精油）

SKコミュニケーショソズ）③物

SK証券，ウォーカーヒル）など主として3つ

の事業分野を展開している。

35鮮京グループの起源は，1940年10月に日本人資本によって設立された鮮京織物に始まるとする説もある。
「鮮京」という名前の由来は，日本人が韓国で設立した鮮滞綱椴と日本の京都織物それぞれの頭文字を取っ
て「鮮京」と命名されたことにあるとされる。李漢九（2004），296ページ。
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36同グループの証券業の始まりは，1955年に設立されたシソウ証券にその起源を見ることができるが，91年の
太平洋証券買収までの約35年間，主立って証券業界には乗り出していない。

37情報通信事業では，大韓テレコム（元の鮮京テレコム）とSKコンピューター通信などを合併しSKC＆Cな
どがある。

ss金鎭邦（2005），186〜187ページ。

39事実，SKグループを揺るがす事件が起きた。2003年，

SKグループの一連の不正事件によりSK㈱の株価

が下落した際，モナコに本社を置くソブリソ資産運用傘下のクレスト証券が発行済み株式の14。76％を取得
し，筆頭株主になる事件が起こった。ソブリン側は崔会長はじめ有罪判決を受けた取締役に対し退陣を迫り，

2004年10月に臨時の株主総会の開催を要求した。これに対し，オーナー側が必死の攻防を見せ，翌月にはソ
ウル地裁へ提訴した。結果，2005年3月に行われた株主総会ではオーナー側の勝利に終わり，ソブリソ側は

同年7月にSK㈱の株式を売却することで事態は収拾した。ソブリン側は経営権獲得には至らなかったが，
株式売却によって約8000億ウォソの売却益を得ることに成功している。
40「循環出資」とは，企業グループ内のA社が同グループ内のB社の株式を保有し，さらにB社が同グループ

内のC社の株式を保有し，C社がA社の株式を保有する出資形態を言う。韓国では企業どうしの株式持合
いが禁じられていたため，循環出資を通して外資によるM＆Aを防止し，また，創業老一族は少ない出資額
でグループ全体を支配してきた。近年では複雑な出資関係を明確にするため，持株会社の設立（99年，独占
禁止法第7次改正で一部解禁）が議論されている。詳しくは遠藤（2005）を参照のこと。
41安倍（2002），230〜232ページ。

42崔泰源会長は，1960年12月生まれ。高麗大学物理学科を卒業後，シカゴ大学大学院経済学科博士課程を修了
した。グループ内での主な経歴は，92年に経営企画室長を務め，98年にはグループの代表取締役へと就任し
ている。

43SKグループ系列3社による粉飾事件の一連の過程については，高龍秀（2004），80〜87ページならびに朝鮮
日報ホームページ〔日本語版〕の記事を参考にした。

441997年，韓宝グループの会長（当時）が，詐欺，贈賄などの罪でソウル地裁から懲役15年の実刑判決を受け
るという事件があった。同会長は，盧泰愚政権時代にも，秘密資金事件に連座し，一審で懲役二年の判決を
受けたとされる。このように，犯罪の経歴を有する会長が，財界の表舞i台へと復帰し，長年，オーナー経営

者として君臨し続けてきた背景には，財閥と政治家との癒着があるとの指摘もある。李鑓（2002）80ペー
ジ。今回のSKグループの事件においても，韓宝グループと同様，財閥と政治家および関係者との複雑な癒

着の構図が読み取れるのではないだろうかと考える。なお，SKグループの家系および人脈などについて
は，ソウル新聞社産業部編（2005）のSK家を参照のこと。
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