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抄録 

 

危機管理過程の分析による日韓企業のコーポレートガバナンス比較 

- 東芝クレーマー事件と大韓航空ナッツリターン事件を通して – 

 
柳尚熙 

 

ソウル大学 国際大学院 

国際地域学専攻 

  

1999年に世間を騒がせた東芝のクレーマー事件と，2014年に韓国の国民

を憤慨させた大韓航空のナッツリターン事件はそれぞれ日本と韓国を代表

する企業が危機管理の過程で意思決定を過ったことにより両社ともに社会

的に多大なる批判を受けた。東芝は顧客へのクレーム対応過程にて発生し

た従業員の暴言がインターネット上で公開されたことにより，一消費者と

の関係性だけでなく，企業と社会との関係性の中で事件を解決するべく，

謝罪記者会見を行った。大韓航空はオーナー一家の一員である趙顕娥副社

長（当時）が，客室乗務員のナッツのサーブの仕方が気に入らず，ナッツをサー

ブした客室乗務員とチーフパーサーにその場で怒りをぶつけ，挙句の果てには，

滑走路に向かい移動していた飛行機をゲートまで戻し，チーフパーサー降りさせ

た事件であったが，事件そのものだけでなく，事件発生後にメディアを通し公にな

った後にも，事件の解決に取り組むよりはオーナー一家を守るため必死である企

業対応過程までをも批判の的となった。結局社会の世論に押され，趙副社長は

航空機安全阻害暴行罪と航空保安法違反で実刑懲役1年の実刑判決を言い渡

された。 

東芝と大韓航空はどちらも危機管理過程にて失敗し，社会的な批判を受けると

いう似たような状況を経験したが，それぞれの企業が失敗をなぜ犯したのかを

企業構造における問題点から探ってみたところ，東芝と大韓航空の構造的

な問題点は全く異なるものであった。東芝のクレーマー事件から見受けら

れた構造的な問題点は，現場の判断を重んじそれを問責しないという点と，

責任者が存在しないという点であった。一方，大韓航空のナッツリターン

事件から見受けられる企業の構造的な問題点はオーナー一家の権力が強す
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ぎるという点とそのオーナー一家には責任を問わないという点であった。

二つの企業が似たような危機管理過程を経験した背景は根本的には違った

理由によるものであり，これらの企業の構造的な問題点を一般化し広げて

みると，東芝と大韓航空固有の特徴ではなく，それぞれ日本と韓国におけ

る企業の一般的なコーポレートガバナンスであるということができる。日

本と韓国のコーポレートガバナンスをそれぞれ各企業がどのステークホル

ダーを重要視しているかという点から接近すると，日本は従業員重視型で

あり，韓国はオーナー一家重視型であるということができる。 

このような背景にも関わらず，東芝と大韓航空が危機管理過程で同じよ

うな展開と結果をみせた理由として本稿は第三のステークホルダーである

社会の存在を指摘する。東芝と大韓航空は平時からそれぞれ従業員重視，

オーナー一家重視という企業において内部にいるステークホルダーを重要

視するコーポレートガバナンスを保有しているが，不祥事や危機という有

事の時において，つまり本稿で分析した二つのケースにおいては第三のス

テークホルダーである社会が台頭し強力な圧力を発揮した。しかし，それ

にも関わらず東芝と大韓航空は社会というステークホルダーの重要性を見

落とし，平時通りそれぞれ従業員とオーナー一家を重要視したために，社

会からの強い世論が形成され，公開謝罪記者会見と有罪判決という最悪の

結果に陥ったということができる。これは企業と社会との距離が縮まるこ

とにより，企業の社会における役割への期待がより一層高まってきている

ことの表れであるともいえる。 

 

 

キーワード : コーポレートガバナンス，危機管理，ステークホルダー，日

韓企業比較 

Student ID : 2014-24235 
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第１章 序論 

 

1．研究の背景 

 

企業が不祥事を起こしたり，危機的な状況に陥ると，必ずと言っていいほど企

業のコーポレートガバナンスについて論じられる。2015年夏に，東芝の不正会計

が公になった際にも，毎日のように新聞にはコーポレートガバナンスに関する特

集記事が組まれていた。不祥事や危機は企業の存続をも脅かす可能性があるた

め，企業の根本的なあり方であるコーポレートガバナンスが見直されるといえるだ

ろう。このような背景から企業の不祥事や危機管理はコーポレートガバナンスと密

接な関係にあるということがわかるが，本稿では企業のコーポレートガバナンスが

実際に危機管理過程にどのような影響を与えるのかを，過去に日本と韓国であっ

たケースを分析することによって明らかにしていきたい。 

 

2．研究の目的と意義 

 

本稿の目的は，日韓のコーポレートガバナンスの違いをそれぞれの国を代表

する企業の危機管理過程を分析することによって比較し，それと同時に，危機管

理という特殊な状況がそれぞれの企業のコーポレートガバナンスにどのような影

響を与えるのかを明らかにすることである。本稿で検証する危機管理過程のケー

スは1999年に発生した東芝クレーマー事件と，2014年末に発生した大韓航空の

ナッツリターン事件である。それぞれの事件の詳しい内容に関しては後に説明す

るが，この二つの事件はどちらも大手企業である二つの企業が危機管理過程に

て失敗したという点で共通し，どちらの企業も最終的に社会的に多大なる批判を

受けた事件である。東芝クレーマー事件はインターネットが普及しだした時代に，

顧客へのクレーム対応の在り方への注目や，インターネット情報管理の必要性の

喚起など，東芝だけでなく産業界にも影響を与えたと考えられる（津田，2011）。

大韓航空のナッツリターン事件は，大韓航空のオーナー一家の一員である趙顕

娥副社長（当時）が，客室乗務員のナッツのサーブの仕方が気に入らず，ナッツ
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をサーブした客室乗務員とチーフパーサーにその場で怒りをぶつけ，挙句の果

てには，滑走路に向かい移動していた飛行機をゲートまで戻し，チーフパーサー

降りさせたというとんでもない事件である。この事件は韓国だけでなく，世界各国

で報道され，英語では「Nut rage Incident」と呼ばれたり，日本でも大韓航空のオ

ーナー会長の長女である趙顕娥副社長を「ナッツ姫」と呼ぶなど，様々な反応が

世界で相次いだ。本稿では日本と韓国において社会および産業界に多大なる

影響を与えたこれらの事件を比較分析するこにより，コーポレートガバナ

ンスの観点からそれぞれの企業において重視されているステークホルダー

の存在を明らかにすると同時に，危機管理過程という平時とは異なる状況

において台頭する第三のステークホルダーの存在の重要性を提示する。 

本稿の構成は次の通りである。まず，次節で本稿における中心的な概念である，

危機管理過程とコーポレートガバナンスの定義を見ていく。次に2章では，本稿の

分析対象である東芝のクレーマー事件と大韓航空のナッツリターン事件の概要に

ついて詳しく説明する。第三章では，二つの事件が発生時期や背景は違ってい

るが，事件の展開や結果において具体的にどのような点で共通した問題点を抱

えているのかについて探っていく。第四章では，それまでの章で見てきた背景や

問題点をもって，東芝と大韓航空の企業における構造的な問題点を掘り下げ、日

韓を代表する企業の構造の差異を見ていく。そして，東芝と大韓航空の違いを単

純に企業間における差としてではなく，日本と韓国という大きな枠組みでのコーポ

レートガバナンスの違いとして一般化する。本稿ではコーポレートガバナンスの違

いをそれぞれ企業が重要視するステークホルダーが誰なのかという視点から主に

分析するが，日韓企業の差だけでなく，危機管理過程という特殊な状況において

台頭するステークホルダーの存在についても見ていく。第五章は結論として本稿

のまとめとする。 

本稿は日本と韓国を代表する企業の危機管理過程をそれぞれ分析するが，ま

ず分析の方法としてはそれぞれのケースを時系列でまとめ，二つの事件の問題

点がどこにあるのかを見ていく。東芝のクレーマー事件に関しては2000年に出版

された前屋毅による『全証言 東芝クレーマー事件』にまとめられた事件の概要と，

それぞれ事件の当事者である東芝および製品購入者のAKKY氏をインタビューし
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た内容を用いた。大韓航空のナッツリターン事件に関しては，事件発生当時のニ

ュースや新聞記事，特集記事をもとに事実関係をまとめ，メディア報道による当事

者のインタビュー内容を参照した。 

 

3．概念の定義 

 

 本稿では前述したように企業の危機管理過程を分析し，日韓のコーポレー

トガバナンスを明らかにしていくことが目的であるため，本節ではまず中

心的な概念である危機管理とコーポレートガバナンスの定義を見ていく。 

  

１）危機管理とは 

 

リスクマネジメントと危機管理という言葉は，様々な分野や場面で使われており，

企業にのみ該当する概念ではなく，国家やあらゆる組織に該当するものである。

あらゆる場面で使われる概念であるということもあり，リスクマネジメントと危機

管理は多様な定義がなされているため，用語の定義をまず見ることにする。 

武井勲はそれぞれの用語を次のように定義している。 

 

リスクマネジメントとは，「組織（企業その他の組織体および家系当あらゆる経

済主体を含む）の目標にそって，リスクおよび不確実性のもたらす悪影響を，

リスクの確認・測定・処理技術の選択・実施・統制のプロセスを通じ，極小のコ

ストで極小化するマネジメントにおけるセキュリティ（経営の安定化または保

全）機能である」。（武井 1998: 3-4） 

 

また，危機管理とは，「いかなる危機にさらされても組織が生き残り，被害を極

小化するために，危機を予測し，対応策をリスク・コントロール中心に計画し，

組織し，指導（指揮・命令）し，調整し，統制するプロセスである」。（武井 199

8: 15） 
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リスクマネジメントと危機管理をこのように定義している武井は，危機管理をリスク

マネジメントの概念の中に位置づけており，危機管理は時系列的にリスク・マネジ

メントの中で損失発生の直前，発生中および発生直後の緊急事態対応のプロセ

スと位置付けている。また，藤江俊彦は，「リスクマネジメントは，狭義には通常リス

ク全般を対象とし，不測事態がなるべく起きないように事前の予防防止のための

管理活動のことである。」（藤江 2001: 25）とし，危機管理は「事故・事件などの不

測事態が発生した時から対応する管理活動のことである。」（藤江 2001: 25）とし

ており，「リスクマネジメント（狭義）は日常的に実施されるが，危機管理は何かが

起こってから実施されれうものである。」（藤江 2001: 25）という。このように，リスク

マネジメントとは，平素から組織に損害や損失をもたらすあらゆる可能性を防止，

または管理することであり，危機管理はその一連の行為の中で事故や事件が起き

た時点から損害を最小化するための行為であるということができるだろう。リスクマ

ネジメントと危機管理の関係は，下記の図を見るとわかりやすい。 

 

図１．リスクマネジメントと危機管理 

 

（Jin Kyu Lee, 2012） 

 

このように，リスクマネジメントと危機管理の関係性を整理することができるが，

東芝のクレーマー事件と大韓航空のナッツリターン事件は，事件発生後および，
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事件が世に知らされた直後に企業が対応を過ったことにより事件の様相が悪化し

たものであるため，二つの企業の一連の過程をこの論文では「危機管理」と定義

する。 

企業にとってのリスクや危機は企業によって千差万別だが，上野治男（2005）

はリスクを伝統的な方法に従い，災害・事故リスク，政治・経済・社会リスク，経営リ

スクに大きく分類している。この論文で検討する二つの事件における危機を上記

の分類法で定義するなら，経営リスクに属するものであるが，ここではリスクそのも

のだけでなく，危機管理の過程により形成される企業の名声，レピュテーションや

社会的評価にも注目する。Chang Jo Yoo（2011）によると「企業の危機は，企業

経営と関連し予想もしていない状況で組織のイメージや名声を傷つけ，大衆との

関係に否定的な影響を与えることができる事件として定義し，否定的な影響の範

囲は製品やサービスだけでなく企業および社会全般に拡大することもある」として

いる。 

 

２） コーポレートガバナンスとは 

  

次に，コーポレートガバナンス論についてみていきたい。コーポレート

ガバナンス論の基盤となる研究は，1932年に出版されたBerle and Meansの

『近代株式会社と私有財産』である。この研究は，アメリカの巨大株式会

社上位200社を誰が支配しているのかという観点から分析したものである。

彼らは，企業の大規模化が株式の広範な分散を引き起こし，それに伴って

企業の支配者は所有者から経営者に代わったと主張するものである。株式

の分散化が大企業の支配構図を所有者支配（ownership control）から，経

営者支配（management control）へと推移しているというのが彼らの主張

である。Berle and Meansの問題提起は大企業を支配するのは誰かというも

のから始まり，その後同様の研究が盛んにおこなわれるようになった。 

それ以降，ガバナンス論ではエージェンシー理論が中核をなしている

（藤田，2015）。 Jensen and Mackling（1976）はエージェンシー理論を

通じ，プリンシプルとエージェントの間で追及する利益に差が生まれるが，
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それをエージェンシー問題ととらえ，その重要性を指摘している。 

勝部（2004）によると，日本ではBerleとMeansが1932年に『近代株式会

社と私有財産』を出版してから数年後の1935年に西野嘉一郎が『近代株式

会社論』を出版し，そこでBerleとMeansの研究内容を紹介しながら日本に

おける実証分析も行った。このようにしてコーポレートガバナンス論は日

本にも取り入れられたが，ガバナンス論の議論が活発になったのは1990年

代に入り，バブル経済崩壊後からである（三戸，1998）。韓国においての

コーポレートガバナンス論はYoon（1990）の所有と経営の未分離と成果の

関係性に関する研究など90年代初めにも行われているが，アジア金融危機

の発生後により活発に研究されている。 

コーポレートガバナンスに関する定義は様々な国の研究者がそれぞれの

定義を掲げているが，一概に一つの定義に整理することは難しい。勝部（2

004）はそれはガバナンス論自身が多義的であり，同じガバナンスという言

葉が用いられているにも拘わらずそれによって議論される内容や方向性が

論者によって大きく異なっているからであるという。藤田（2015）はその

ような現実を踏まえ，ガバナンスを「株主を中心とする多くのステークホ

ルダーの利益を追求するために企業活動を律するメカニズム」と定義して

いる。その根拠として，経済協力開発機構（OECD）のコーポレートガバナ

ンス原則が株主を中心としながらほかのステークホルダーとの関係を重視

しているという点，日本のコーポレートガバナンス・コードにおける定義

「会社が株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえたうえで，

透明・公正かつ迅速・花壇な意思決定を行うための仕組み」や，柳川が広

義として挙げている「企業をめぐるステークホルダー（利害関係者）間の

利害をいかにうまく調整し，企業全体の価値を最大にするか」という定義

などを挙げている。これらの定義を見ると，コーポレートガバナンス論は

企業をめぐるさまざまなステークホルダーの存在が重要であるということ

がわかる。しかし，常にすべてのステークホルダーを満足させることは難

しく，後に詳細に見ていくが，どのステークホルダーを重要視するのかな

どはそれぞれの企業文化によって違っており，その違いは一般的に文化や
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歴史の違いを反映し，国家ごとに異なっているのである。本節では，東芝

と大韓航空がそれぞれの不祥事を通しあらわにした構造的な問題点がそれ

ぞれの国のコーポレートガバナンスとどのように通じているのかを日本と

韓国のコーポレートガバナンスの特徴を見ることにより明らかにする。 
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第２章 事件概要 

 

まずは，それぞれの事件の内容を把握するべく，各事件を事実関係をもとに，

時系列で整理する。 

 

１．東芝クレーマー事件概要 

 

東芝クレーマー事件は事件発生から約16年が経過しており，企業において

インターネットにおけるリスク管理の必要性を喚起した事件であっただけあって，

事件に関するいくつかの文献が出ている。以下に整理された事件の概要は前屋

（2000）と津田（2011）を参考にし整理した内容である。 

東芝クレーマー事件は1999年，日本の社会にインターネットが普及しだした

頃に発生した。AKKY氏（氏のインターネット上のハンドルネームである）は1998年

12月28日に東芝製のビデオデッキを福岡市の家電量販店にて2台購入した。彼

の購入した機種はA-F88型で，これはVHS機でありながら，高画質のS-VHS方式

で録画されたテープを見ることができる簡易再生機能が装備されたものである。と

ころがAKKY氏がS-VHSテープを試してみたところ画面に白いノイズが走るのを発

見したため，年明けの1月7日に「九州お客様相談センター」に問い合わせをする

が，九州お客様相談センターの対応にかれは不快を覚える。 

そのあとすぐ，AKKY氏は修理担当である九州テクノに問い合わせをしたところ，

初期不良の可能性もあり，保証期間内であるため，量販店を通じて処理するよう

指示される。問い合わせの翌日である1月8日にサービスマンが訪れ，状況を確認

することになる。ここで，サービスマンが持参したビデオデッキでAKKY氏ビデオテ

ープを再生したところノイズが目立たなくなったが，検査用のテープをA-F88にか

けると問題なく映っていたため，ビデオデッキの問題ではなく，AKKY氏のテープ

に問題があると判断する。その結果サービスマンは，ビデオデッキのほうではなく

テープだけを持ち帰り，検査をすることになる。東芝はこのとき，工場に送って調

査をするため，時間がかかる旨を伝えている。 

1月8日は金曜日であったため，その翌日から週末をはさむことになるが，営業
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日にしてわずか二日後の12日にAKKY氏から九州テクノに進捗状況の確認の電

話が入る。東芝側としては，時間がかかるということを伝えていた上に週末をはさ

んでいたため，この時の確認電話に関しては「異常である」と感じさせるものであ

った。 

12日にAKKY氏から伝言があったのを受けて，九州テクノは折り返しの電話を

入れたが留守番電話であったため「もうしばらく時間をいただきたい」と伝言を残し

た。また，AKKY氏と東芝側の主張が違っているため，日にちの特定はしがたい

が，7日から13日の間にAKKY氏はお客様相談センターの対応が悪いという内容

で九州支社の総務部に苦情の電話を入れている。それだけでなく，時間がかかる

という旨を説明受けてはいたが，検査状況の把握ができないことにしびれを切らし

たAKKY氏は14日までのまでの間に，九州テクノと相談センターの両方と電話の

やり取りを何度か行う。その翌日である1月15日金曜日は祝日である成人の日で

あり，16日と17日は週末であったため，またすぐに三連休をはさむことになった。1

4日の相談センターとの通話の中で，AKKY氏は社長に手紙を送り抗議をすると

いい，それは実行に移される。AKKY氏の言葉によると，連休最終日の17日に同

氏は購入したビデオデッキ2台と抗議の手紙を発送し，東芝本社はそれを19日に

受け取っている。AKKY氏は真剣に取り合ってもらうために送ったと主張している。

東芝はビデオデッキを受け取りすぐに製造工場であり，検査や修理も行っている

深谷工場に送っており，本社のお客様相談室からAKKY氏に書簡を送り，今後は

担当部署（深谷工場）が窓口になると書いたが，担当部署やその連絡先は明記さ

れていなかった。 

1月21日に東芝の深谷工場はビデオデッキを受け取り，症状が確認できたため

改修後の製品を22日に発送し九州テクノ経由で送るという伝言を留守番電話に

のこした。その夜，伝言を聞いたAKKY氏は九州テクノに，「購入製品2台に不具

合があるのであれば新品交換を希望すること，もしくは店舗在庫と交換しても同じ

症状が出る見込みであれば改修後の品物を受け取るが，日曜日までに自宅への

直送を希望すること」という内容のFAXを送っている。このFAXはすぐに深谷工場

にも転送されており，改修後の品物が直送されている。東芝のほうでは，AKKY氏

が修理を強く望んだため，改修を行ったという立場をとっているが，AKKY氏のほ
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うでは店舗在庫との交換が意味をなさない場合に改修後の品物を受け取るという

スタンスであり，23日にはその旨のFAXを送付している。しかし，東芝はこの問い

合わせには対応をしておらず，品物もまた，AKKY氏の自宅へ直送したため改修

の経緯の説明が行われておらず，このことが結局後々ことを大きくしてしまったの

である。 

改修後の商品をAKKY氏は24日に自宅で受け取る。そこには一枚の説明書が

添付されており，AKKY氏はそれを見て26日に詳しい説明を聞くために九州テク

ノに問い合わせをする。そこで九州テクノはノイズを目立たなくするための改修を

行ったという説明をする。しかし，この説明は間違いであった。この説明を聞いたA

KKY氏は，A-F88型の売りであった部分をなくすことによってノイズをなくしたもの

だと受け取り，画質が劣化する改修であるなら事前に承諾をとるべきであるというF

AXを後に深谷工場に送っている。また，AKKY氏は九州テクノに再度電話をし西

村社長の自宅宛にビデオデッキを直送すると言っている。実際は改修により，元

は備えられていなかった機能を加えることにより上位機種並みの高性能を持つ品

物へと改修されたため，説明がちゃんとなされていればAKKY氏は改修内容につ

いて納得していたはずであるが，それが行われなかったのである。結局この回答

によりAKKY氏の製品に対する不安を高め，同氏が立て続けに質問した内容に

対し返答をきちんともらえなかったことに対しての不満をあおることになったのであ

る。 

この状態に対し，改めて説明が必要だと思った東芝は，2月5日に深谷工場か

ら改修内容に関して文書としてAKKY氏に送付した。この文書は見る限り，より分

かりやすく説明をしたというよりは，技術に詳しくないものが読むとわかりにくく，AK

KY氏の誤解をより深めたものであった。結果として，この手紙は火に油を注いだ

ことになり，AKKY氏は社長に送ると以前いったことを実行に移すことになる。それ

は，AKKY氏が手紙を受け取った2月7日にすぐに実行に移され，東芝製のビデ

オデッキ製造のために東芝本体から分離されてできた会社である，東芝ビデオプ

ロダクツジャパンの津田明彦社長宛に問題のビデオデッキ2台を簡単な経緯書と

ともに送られている。結局これらのビデオデッキは深谷工場へと再び搬送され，そ

こから2月16日にAKKY氏に送り返されている。そのとき，ビデオに異常がないこと
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を確認し，技術的な説明は2月5日付の書簡と同じであるという内容の文書が添付

されている。 

ビデオデッキは2月16日にAKKY氏へと送られているが，同氏が受け取る前で

ある18日に暴言事件が起こることになる。AKKY氏は18日に送ったビデオデッキ

に関し，調査等の進捗状況がどういったものであるか確認するために東芝ビデオ

プロダクツジャパンに電話をする。このとき，電話を受けた人が確認すると受け答

えたにも関わらずその後時間をおかずに電話してきたAKKY氏への対応に困っ

た東芝は，同じビルにある東芝本社の渉外監理室へと電話を回し，AKKY氏に

「業務妨害である」「ヘビークレーマーである」等の暴言を浴びせることになる。暴

言の内容全文は本稿最後の付録部分にて確認することができる。渉外監理室と

は，東芝の説明によると反社会勢力への対応部署であり，一連のやり取りのなか

で，東芝はAKKY氏の行動は「普通でない」と判断し，渉外監理室へと対応を回

たとした。暴言を受けた後，AKKY氏は九州お客様相談室に電話をし，暴言に対

する苦情を申し立てるが，「あれが正式回答です」との返事を受ける。そのあと，A

KKY氏は反撃のつもりだったのか，九州テクノにも電話し，東芝本社と東芝ビデ

オプロダクツジャパンにビデオデッキを送った際の送料の返金を要求している。こ

のとき結論が出なかったため翌日の１９日にその旨のFAXを東芝側に送付してい

る。それだけでなく，深谷工場にこれまでの経緯をニフティサーブのフォーラム1に

投稿するというFAXも送っている。そして，実際AKKY氏はニフティサーブに投稿

をしているが，前屋（2000）によるインタビューによると，AKKY氏は普段からニフテ

ィサーブのフォーラムに書き込みをしており，このとき書き込みをしたフォーラムも

オーディオやビデオ機器についての情報交換等をしていた場であった。そのフォ

ーラムは普段から書き込みをしている10～20名程度の利用者が主であり，AKKY

氏としても「仲間うち」に愚痴をはいている感覚しかなかったという。東芝のほうで

も特に対応を取らなかった。 

暴言があった4日後の2月22日は東芝の西村社長に暴言を録音したテープが

届いた。暴言を受けた直後にAKKY氏が送ったのである。AKKY氏は手紙も同封

しているが，特に要求事項が書いてあるわけではなかった。このテープは当然の

                                            
1 現在はサービスを終了しているが，当時ニフティが提供していた掲示板等のサービス 
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ごとく，西村社長には届いておらず，秘書室から渉外監理室に回されている。 

AKKY氏のニフティサーブへの投稿は，2月19日以降，数日で消えていたが2

月の下旬ごろからまた書き込みが開始される。3月8日付のAKKY氏の投稿は，改

修後のビデオデッキについて満足しているという内容のものであった。東芝はそ

の書き込みをみて，AKKY氏が満足したと判断した。その翌日である9日に渉外監

理室はAKKY氏に会話がしたいため東京のほうに電話をしてもらうか，明日の8時

45分に東芝のほうから電話をかけるという内容の留守番電話をを残すが，AKKY

氏はこれを無視する。後のインタビューで同氏は，働いているため自宅にいること

が不可能である時間を指定してきたことや，暴言を浴びせた当事者である渉外監

理室を窓口と指定してきたことに不満を覚えたため無視したと言っている。その後

もAKKY氏はニフティサーブに書き込みを続けるが，3月末から4月の初旬の間に

ニフティサーブから投稿断られてしまう。 

暴言に対しての謝罪を受けられていなかったことに不満を常に感じていたAKK

Y氏は結局6月3日の木曜日に個人のホームページを開設することになる。ホーム

ページに音声ファイルを添付すれば，東芝のほうからも動きがあるとにらんでいた

AKKY氏は，ニフティサーブでの投稿時から暴言の音声ファイルを聞きたいという

要請を受けていたこともあり，これまでの東芝との経緯と暴言の音声ファイルをホ

ームページに掲載する。 

ホームページを開設した4日後，月曜日（7日）の朝にはホームページのアクセ

ス数は二万人を超えていた。東芝は同年の4月から本社にお客様案内センターと

いう問い合わせや意見を受け付ける窓口を設けていたが，ホームページをみた

消費者から問い合わせの電話が7日にはかかってくるようになっていた。それまで

東芝はAKKY氏に対して特に対応を取らずにいたが，事件が公になってからは，

多くの消費者や関係者，社員にまで情報が広がったため，東芝としても対応を取

らないわけにはいかなかった。 

東芝は，それまで窓口としていた渉外監理室から連絡するのをやめ，九州テク

ノを通してAKKY氏に面会をしたいという旨を連絡をした。AKKY氏はこれに対し，

6月28日から30日の間に東京に出向く予定があるのでその間に面会をしたいとい

う返事をし，12日はより具体的に面会を希望するメンバーをFAXで指定している。
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また，17日から27日までは海外出張で不在であるということも一緒に伝えている。 

15日に九州テクノから確認の電話が入るが，AKKY氏は留守にしていたため，1

6日にFAXを送り，面会場所を28日以降に福岡に変更したいという内容を伝える。

この時点で両者にズレが発生するのだが，東芝は以前の約束通り28日から30日

の間の面会であり場所が福岡に変わったと認識し，AKKY氏は福岡に場所を変

更した上に本人が出張で17日から27日の間に留守であるため現実的に6月中の

面会は不可能であり，7月以降に会うものであると認識をする。そして，予告通りA

KKY氏は17日から留守にするのであるが，東芝は日程を確定するために18日に

再度留守番電話に伝言を残す。24日に一時帰国をしたAKKY氏は留守番電話を

聞いて東芝に電話を入れ，日程を再調整したいという会話をし，面会場所の都合

を確かめなければならないため，先方と連絡をAKKY氏がとってみるということで

合意する。この時点で面会の日にちの確約はしていないが，24日の通話以降，A

KKY氏からの連絡がなく，東芝は30日までには面会を実現させたいと思っていた

ため，29日に何度も電話をし，AKKY氏が出なかったため30日には同氏の自宅に

出向き，同日中に連絡が欲しいという内容の文書を投かんした。 

東芝は，30日までに面会が実現しなかったため，AKKY氏に面会の意向がな

いものと判断し，翌日の7月1日の通話時に東芝の担当者はAKKY氏に面会を承

諾しない場合には法的処置をとるという発言をする。ここでまたAKKY氏からの連

絡が途切れてしまい，7月3日に東芝の担当者は再度AKKY氏の自宅に出向き，

AKKY氏の要求通りのメンバーを用意するので7月9日までに面会をしてほしいと

いう内容の手紙を置いていく。7月5日にAKKY氏は返事をしようと思っていたが，

その日の朝に週刊誌の記者から電話を受け，東芝が週刊誌側にAKKY氏が不当

な要求をしたと説明したと聞かされる。それに怒りを覚えたAKKY氏は翌日の6日

に「東芝が虚偽の説明をやめない限り，お会いする意味が無いと思います。」とい

う内容のFAXを東芝側に送った。この時点で東芝はAKKY氏との面会は無理だと

いう判断を社内的にしたという。 

東芝はAKKY氏との面会は無理だという判断のもと，7月8日に自社のホームペ

ージに「VTRのアフターサービスについて」という文書を掲載し，公式見解を発表

した。その全文は下記のとおりである。 



 

 14 

 

日頃は東芝製品をご愛用いただきまして厚くお礼申し上げます。 

  さて，ＶＴＲのアフターサービス対応につきまして，さまざまなご質問ご意

見をいただき， 多くのお客様に対しましてご心配をおかけいたしております

ことにつきまして，誠に申し訳なく存じております。 

  当社といたしましては，特定のお客様との行き違いにつきまして，お客

様ご本人とのお話し合いもない段階で， 当社の方からインターネットでお答

えすることは適当ではないと考えまして， まずお話し合いを持つべく約1ヶ月

にわたり最大限努力してまいりましたが，残念ながらお会いできず，本日に至

っております。 

  この間の一方的なインターネットによる情報に基づき，当社サービスの

一般的対応につきまして， 多くのお客様が誤解や疑念をお持ちになる事態

を避けますため， 本件に関する経緯と当社の基本姿勢を以下のとおりご説

明申し上げ，ご理解を賜わりたいと存じます。 

 

 これまでの経緯 

 

1.今回の件は，本年1月に， あるお客様から「ＶＴＲを再生する際に画面に

ノイズが発生する」との点検依頼をいただきましたことがきっかけです。 当社

で調査いたしましたところ，ご指摘のノイズは， お客様ご本人のテープがＶＴ

Ｒの規格（ＦＭ搬送周波数）から外れて録画されていたことに起因していたこ

とが判明いたしました。 

 

2.当社といたしましては，ＶＴＲの性能・品質には問題無かったものの， お

客様ご本人の強いご要望がありましたので，その規格外の録画テープでもノ

イズの発生を抑えることができるよう， ＶＴＲ本体の改修を行いました。もちろ

ん画質にはまったく影響はありません。 

 

3.上記の対応につきましては，お客様ご本人にもご説明申しあげており，

最善の対応を行ったものと考えております。 また，お客様ご本人も3月6日に

インターネットフォーラムの中で「今日になって改修後初めて使ってみまし

た。」， ノイズの「症状はでなくなっていた。」，「画質は良好です。」という投

稿をなされておりましたので， 改修につきましてはご納得いただいたものと

理解いたしておりました。 

 

4.ところが3ヶ月を経過した6月になりまして， お客様ご本人のインターネッ

トホームページ上で当社の対応についての苦情を掲載されましたので， 当

社としてはお客様の真意をはかりかね，困惑いたしております。その後，お客

様ご本人と直接お会いし， 誠意を持って改修と当社の対応についてご説明

し，ご納得いただけるよう， 約1ヶ月にわたりご面会をお願いしてまいりました

ことは，上記のとおりでございます。 

 

5.以上のとおり，当社は一貫して誠意を持って対応いたしましたが， お客
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様ご本人からの度重なる電話， FAXによる要請やVTR本体を一方的に当社

および製造子会社の社長に送付されるというような経過がある中で， お客様

ご本人との会話に一部不適当なやりとりがあり， 事情をご存知ない一般のお

客様に誤解を招きかねない状況にあることにつきましては，残念に存じており

ます。 

 

 当社の基本姿勢 

 当社といたしましては，今後ともお客様の満足を経営の最重点方針とし，

お客様に対しまして， より良い製品とサービスを提供するとともに，常に誠意

を持って対応するよう努めてまいる所存です。 当社の対応にご理解を賜りま

すよう，あらためてお願い申し上げます。 

   

(東芝ホームページより http://www.toshiba.co.jp/video/video1.htm) 

 

東芝の公式見解の発表をうけて，新聞やテレビ各社が報道をしたことにより，A

KKY氏のホームページのアクセス数は急激に伸びた。7月12日に東芝は，AKKY

氏のホームページの一部削除を求める仮処分を福岡地方裁判所に申請したが，

東芝は結局19日には仮処分を仮処分申請を取り下げ，記者会見を開き町井副

社長が謝罪し，AKKY氏にも直接会って謝罪するとコメントした。 

 その後，7月22日に町井副社長とAKKY氏と会談が成立し，暴言に関しての謝罪

と改修について技術的な説明がなされ，円満に解決するかと思われたが，AKKY

氏が不当な要求をしているという東芝の立場や，渉外監理室で対応をしたことに

関して東芝の立場には変わりないとしたことから，結局両者の面会は決裂に終わ

った。 

このようにして事件は収束したが，最後まで両社の立場のズレは解決されず，う

やむやに終わったということができる。事件の概要を簡略に表にまとめたものが下

記のものである。 
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表１．東芝クレーマー事件概要 

年月日 出来事 

1998年12月28日 AKKY氏が東芝製ビデオデッキA-F88を購入。ノイズが発生することに

気が付く。 

1999年1月7日 AKKY氏がお客様相談センターに問い合わせるが，お客様センターの

対応に不満を覚える。。修理担当の九州テクノに問い合わせるよう説

明。AKKY氏が九州テクノに問い合わせると，販売店で受け付けた形で

修理依頼するよう説明。 

1月8日 九州テクノのS氏がAKKY氏宅を訪問。ノイズの発生するテープを持ち

帰る。 

1月12日 AKKY氏が九州テクノに電話を入れるが，担当者が留守のため，翌日

朝連絡をするよう伝言を入れる。 

1月17日 AKKY氏ビデオデッキと抗議の手紙を西室社長宛に送付，東芝は19日

に受領。 

1月21日 症状が確認てきたため，改修に入り，22日に送付するという伝言を改修

を実質的に行った深谷工場が伝言を残す。 

1月22日 ビデオデッキの改修完了しAKKY氏に送付，AKKY氏は2５日に受領 

1月26日 AKKY氏，改修内容の問い合わせをするが，九州テクノはノイズを目立

たなくする改修をしたという間違った説明をすることにより，AKKY氏は

結果に不満を覚える。 

不明 AKKY氏が改修内容の説明が深谷工場と違っており，西室社長の自宅

宛にデッキを送ると連絡をする。 

2月5日 深谷工場は改修内容の技術説明を手紙でAKKY氏に送付する。内容

が分かりにくかったことが原因で，AKKY氏の不満はより高まる。 

2月7日 AKKY氏が改修済みのビデオデッキ2台を東芝ビデオプロダクツジャパ

ンの社長あてに送付する。東芝は10日に受領 

2月16日 本社から送られてきたビデオデッキを受け取った深谷工場は異常がな

いことを確認し，AKKY氏にビデオデッキを返送する。 
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2月18日 ビデオデッキをまだ受領していないAKKY氏が進捗状態を確認するた

め，東芝ビデオプロダクツジャパンに電話したところ，渉外監理室に回

され「暴言」を受ける。お客様相談室に暴言の旨を訴えると，東芝の正

式回答だといわれる。 

2月19日 AKKY氏インターネットに書き込みを開始。 

2月22日 東芝の西室社長宛に暴言の録音テープが送付される。 

3月8日 AKKY氏のインターネットの書き込みに，改修後のビデオデッキの品質

には満足しているという内容を記載。東芝は書き込みを確認し，AKKY

氏が満足していると判断。 

3月9日 渉外監理室からAKKY氏と会話がしたいという連絡をする。 

3月末～4月初旬 AKKY氏，インターネットの掲示板から投稿を断られる。 

6月3日 AKKY氏ホームページを開設，暴言の録音テープも掲載。 

6月10日～24日 東芝とAKKY氏は6月末までの面会の予定を立てるが，コミュニケーショ

ン不足により成り立たない。 

7月1日 東芝側からAKKY氏に，会わないと法的措置をとるという発言をする。 

7月8日 東芝はホームページ上で公式見解を発表。直後からメディアで事件の

内容が一斉報道される。 

7月12日 東芝が福岡地裁にAKKY氏のホームページの一部削除を求める仮処

分申請。 

7月19日 東芝，仮処分申請を取り下げ，記者会見を開き町井副社長が「暴言」を

謝罪。 

7月22日 AKKY氏と副社長を含め面会成立。 
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２．大韓航空ナッツリターン事件概要 

 

次に大韓航空のナッツリターン事件についてみていく。下記の内容は事実関

係を当時の新聞記事やテレビニュースなどの，メディアによる報道をもとに筆者が

作成したものである。 

2014年末，韓国を騒がせた大韓航空のナッツリターン事件は12月5日，ニュー

ヨークのジョン．F．ケネディ空港発，韓国仁川空港行きのKE086便にて発生した。

ファーストクラスに搭乗していた趙顕娥副社長は，客室乗務員が袋に入れたまま

ナッツをサーブしたことに対し問題提起をし，怒りながら機内で騒ぎを起こした。

客室乗務員の行動がマニュアルどおりであるという説明をチーフパーサーがした

ところ，チーフパーサーと客室乗務員に向かい暴言を吐いたり，チーフパーサー

を跪かせ，マニュアルを投げつけたり方を押したりしした。それでも怒りが収まらな

かった趙副社長は，滑走路を動き始めていた飛行機をゲートに戻し，チーフパー

サーを機内から降りさせ，結果として離陸は46分遅れ，到着は16分遅れた。この

際，機内の騒ぎや離陸が遅れることに関し案内放送や謝罪はまったくなかった。

趙顕娥副社長はオーナーである趙亮鎬会長の長女である。創業者から数えると3

代目のオーナー一家の一員であり，事件発生当時乗務員も機長も彼女の命令に

は逆らえなかったという。 

事件が世間に知れたのは12月8日のメディアによる一斉報道によるものであ

った。大韓航空の社員だけが利用できる掲示板アプリへの書き込みがネットに流

れ，表ざたになったという。否定的な世論が一気に形成されている中で，大韓航

空は同日中に下記の内容で公式の立場（見解）を発表した。 

 

〈大韓航空ニューヨーク発仁川行き航空機乗務員下機関連立場資料〉 

 

１．乗客の皆様に不便をおかけし謝罪いたします。 

 

○非常事態でなかったにも関わらず，航空機がもとの位置に戻り，乗

務員を下機させた点は過ぎた行動であり，これによって乗客の皆様に

不便をおかけし謝罪いたします。 

 

○当時航空機は搭乗橋から１０メーターにも満たない距離を移動した



 

 19 

状態で，航空機の安全には問題はありませんでした。 

 

２．大韓航空の役員たちは航空機搭乗時，機内サービスと安全に関し

点検の義務があります。 

 

○チーフパーサーを下機させた理由は最高のサービスと安全を追求せ

ねばならないチーフパーサーが 

１）担当副社長の詩的にも関わらず規定と手順を無視したという点 

２）マニュアルすらちゃんと使用することができず，言い訳と嘘で適

当に言い逃れようとしたという点を挙げ，趙副社長がチーフパーサー

の資質を問題視し，機長が下機の処置をしたのです。 

 

○大韓航空の全役員は航空機搭乗時，機内サービスと安全に関し点検

する義務があります。趙副社長は機内サービスと機内食の責任を取っ

ている役員として問題提起および指摘をしたことは当たり前のことで

す。 

 

３．徹底した教育を通じサービスの質を向上させます。 

 

○大韓航空は今回の出来事をきっかけに乗務員教育をより強化し顧客

へのサービスおよび安全向上に万全を期します。 

 

以上がメディアの報道により事件が公になった直後に大韓航空が新聞などに

て発表した公式見解である。上記の公式見解は全文を筆者が日本語に訳したも

のであり，原文は本稿最後の付録部分にて確認できる。 

大韓航空の公式見解は，火に油を注ぐ結果となった。その内容は趙顕娥前副

社長の行動を正当化するものであり，今後の乗務員への教育を強化し，サービス

を向上させることを約束するものであったためである。 

12月9日に大韓航空の操縦士労働組合は，趙顕娥前副社長を批判する声明

を発表するなど，大韓航空者と趙顕娥前副社長に対する批判は強まるばかりであ

ったため，事態を鎮めるために趙顕娥前副社長は自身がすべての役職から退く

と発表したが，実際は機内サービスの総括業務からのみ辞職し，副社長の肩書

や，理事の職位は維持していたことが報じられ，「模様だけの退陣」という非難の

声が上がった。 

12月11日には検察は趙顕娥氏を出国禁止処置し，家宅捜査を実施した。また，

客室担当の役員を，嘘の供述を誘導した疑いで参考人として調査した。翌日の1
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2日には趙亮鎬会長が記者会見を開き公式的に謝罪をした。またその数時間後

には，趙顕娥氏が国土交通部航空鉄道調査委員会の事務室に出向き，調査の

直前の記者会見で謝罪をした。同日，飛行機から降ろされたチーフパーサーがK

BSのインタビューにて趙顕娥氏に暴言をはかれただけでなく，ひざまずかされ肩

をおされ降りることを強要されたといった。また，国土交通部などの調査での自ら

降りたなどの嘘の供述を会社側から強要されたと話した。 

12月13日には，趙顕娥氏以外で唯一のファーストクラスに乗り合わせていた乗

客を検察は参考人として調査し，メディアのインタビューに応じ，暴言や暴力があ

ったことを認め，メディアのインタビューに応じる場合には大韓航空から謝罪は受

けていると話してほしいという電話が大韓航空からあったとも話した。12月14日，

趙顕娥氏はナッツをサーブした客室乗務員とチーフパーサーを謝罪するために

訪ねたが，会うことができず謝罪のメモを残してきた。 

12月16日に，国土交通部は，大韓航空に対し運航停止または課徴金の行政

処分が決定され，趙顕娥氏に対しては航空保安法違反の疑いなどで検察に告発

した。しかし，チーフパーサーは国土交通部の調査当時に約19分間大韓航空の

客室担当の役員が同席していたことを明かし，国土交通部が「手加減調査」をし

たのではないかという疑いが強まった。国土交通部の調査官は大韓航空の出身

であり，調査内容などを大韓航空に教えたと疑いがあった。17日に検察は趙顕娥

氏送還調査し，航空法，航空保安法違反，威力による業務妨害等の疑いで約12

時間にわたり調査した。 また，18日には参考人として調査を受けていた客室担

当の役員が証拠隠滅などの疑いで被疑者の身分に転換された。 12月21日，検

察は客室担当の役員の携帯電話にて削除されたメッセージやSNSメッセージを復

旧し，同役員が趙顕娥氏に随時証拠隠滅の状況を報告していた証拠を確保した。

24日には趙顕娥氏に対し航空保安法上の航空機航路変更など4つの疑いを提

起し，事前逮捕令状を発布した。また，大韓航空出身の国土交通部調査員を検

察は緊急逮捕し，家宅捜査を行った。結局30日に趙顕娥氏と客室担当の役員は

裁判所に礼状を発布され拘束された。翌日の31日には，趙顕娥氏の妹である顕

旼（ヒョンミン）専務が趙顕娥氏に「必ず復讐してやる」と誓うメッセージを送ってい

たという事実が報道され，批判と否定的な世論がより広がった。その後，年が明け
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1月7日に検察は，趙顕娥氏，客室担当の役員，大韓航空出身の国土交通部調

査員の三人を拘束起訴し，趙顕娥氏と客室担当の役員に対し公務執行妨害の

疑いも追加適用した。19日に初公判が開かれたが，趙顕娥氏の弁護側は疑いを

ほとんど否認した。第2次公判は30日に開かれ，趙亮鎬会長や飛行機から降ろさ

れたチーフパーサーが証人として出席した。2月2日，裁判所は趙顕娥氏，客室

担当の役員，大韓航空出身の国土交通部調査員の三人の決心公判を行い，検

察は趙顕娥氏に懲役三年，残りの二人にそれぞれ懲役2年を求刑した。12日に

判決公判があり，裁判所は趙顕娥氏の機内での行動を「きわめて危険で非常識

だ」とし，航空機安全阻害暴行罪と航空保安法違反で懲役1年の実刑判決を言い

渡し，証拠隠滅の罪に問われた役員は懲役8か月の実刑判決，大韓航空出身の

国土交通部調査員は懲役6か月，執行猶予1年の有罪判決を言い渡した。 

その後，5月22日には控訴審が行われ，航路変更には当たらないと高等裁判

所は判断を一転し，懲役10か月，執行猶予2年の有罪判決を言い渡し，趙顕娥

氏は約5か月の拘束後，釈放された。その後も，7月29日に趙顕娥氏が収監中に

特別待遇を受けたという疑いが報道されたり，飛行機から降ろされたチーフパー

サーやナッツをサーブした客室乗務員がアメリカで趙顕娥氏に対し損害賠償請

求をするなど，事態は続いている。 

事件の内容は下記の表に整理してある。 

 

表2．大韓航空ナッツリターン事件概要 

年月日 出来事 

2014年12月5日 ニューヨーク現地時刻0時50分JFK国際空港から仁川空港に向か

う大韓航空KE086便のファーストクラスに搭乗した趙顕娥前副社長

機内で提供されたナッツのサービスに問題提起。離陸準備のため

滑走路上にいた飛行機は搭乗口に戻り，チーフパーサーを航空

機から降りさせた。予定の離陸時間より46分遅れて出発したが，乗

客に対し何の説明もなかった。 

12月8日 メディアにより「ナッツリターン」事件が報道され，否定的な世論が

形成され始めてから大韓航空は謝罪の文面を発表したが，その内
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容は趙顕娥前副社長の行動に関する言い訳と合理化をした内容

であり，乗務員の教育を強化するという内容で終わらせた文章で，

世論はより悪化した。 

12月9日 趙顕娥前副社長はすべての役職から退いたが，副社長という肩書

やKALホテルネットワーク等の代表理事職を維持していることが公

になり否定的な世論はより拡散する。 

12月10日 趙顕娥前副社長 副社長職からも退く 

12月11日 検察は大韓航空の捜索および趙顕娥前副社長の出国禁止処置。

国土部調査実施 

12月12日 趙顕娥前副社長国土部航空鉄道事故調査委員会への出席，趙

亮鎬会長の公式謝罪を表明，被害者のチーフパーサーはKBSの

インタビューを通じ暴言を浴び，嘘の証言を強要されたと明かし

た。 

12月13日 検察は事件当時ファーストクラスの乗客であった人に当時の状況

の参考人とし調査，乗客は「趙顕娥前副社長がチーフパーサーに

むかって大声で怒鳴り降ろさせ，乗務員の肩を押した。インタビュ

ーではちゃんと謝ってもらったと話してほしいと言われた」と供述し

た。 

12月14日 趙顕娥氏はきゃくすつ乗務員とチーフパーサーに謝罪するため訪

ねたが，会うことができずメモを残す。 

12月16日 国土部は大韓航空に運航停止または課徴金付加を行政処分する

ことを決定し，趙顕娥前副社長を航空保安法違反の容疑で検察

に告発した。しかし，チーフパーサーは国土部の調査当時大韓航

空出身の調査員が大韓航空の客室担当役員を同席させたことを

明かし，国土部の「手加減調査」が疑われる。 

12月17日 趙顕娥前副社長検察に出頭。 

12月18日 客室担当の役員，証拠隠滅などの疑いで参考人から被疑者の身

分に転換。 
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12月21日 客室担当役員の携帯電話から削除されたデータを通じ，随時証

拠隠滅の状況を趙顕娥氏に報告していた証拠を確保。 

12月23日 大韓航空出身の国土部調査員は公務上の秘密漏洩の疑いで検

察に調査され，拘束令状が出される。 

12月30日 趙顕娥前副社長および客室担当役員を拘束。役員は趙顕娥前副

社長に対し証拠隠滅の状況を随時報告していたという。 

12月31日 趙顕娥前副社長の妹の趙顕旻大韓空港専務が今回の事件に関

し，「必ず復讐をする」といったメッセージを送った事実が公になっ

た 

2015年1月7日 趙顕娥前副社長，客室担当役員，大韓航空出身の国土部調査員

を裁判へ。 

1月19日 趙顕娥前副社長等の一次公判が開かれる。 

1月30日 第二次公判が開かれる。 

2月2日 裁判所は趙顕娥氏，客室担当の役員，大韓航空出身の国土交通

部調査員の3人の結審公判が行われる。 

2月12日 判決公判が行われ，趙顕娥氏懲役1年の実刑判決，客室担当役

員懲役8か月の実刑判決，国土交通部調査員懲役6か月，執行猶

予一年の有罪判決を言い渡される。 

5月22日 控訴審が行われ，趙顕娥氏は懲役10か月，執行猶予2年の有罪

判決を言い渡され釈放された。 
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３章 危機管理過程における二つの事件の共通点 

 

これまで，二つの事件の全体像を見てきた。これらのケースは事件の様相や発

展過程，両社の対応過程など共通点が見受けられる。本章では日本と韓国の代

表格の企業である東芝と大韓航空が具体的に危機管理過程においてどのような

問題点があったのかについて両社の共通点を見ていく。 

 

１．初期対応の失敗 

 

クレーマー事件とナッツリターン事件において，どちらも初期対応を過ったこと

によって事件の様相を悪化させたきっかけになったといえる。 

東芝のクレーマー事件において，顧客であるAKKY氏に不満のきっかけを抱か

せたのはお客様相談室での対応のミスである。前屋（2000）によると，当時の様子

をAKKY氏は自身のホームページ上に下記のように整理した。 

 

最初に（電話に）出た○○係員に，ビデオの機種名と症状を伝えました。

すると『S-VHSで録画したものは再生できないんですよ』と回答してこられまし

た。その回答は間違いなので，私が『A-F88にはS-VHS簡易機能がついてい

るはずですが』と確認を求めると○○係員は『だって，私の家で使っているビ

デオじゃできませんもん』との回答をされました。 

もう一度確認を求めるとガサガサッとカタログか何かをめくる音が聞こえた

後に，『あ，確かにA-F88だと簡易再生機能がついてますね。それでは修理

してもらってください』といわれたのです。そこで，サービスセンターの連絡先

を訪ねたのですが，『説明書を持っているでしょう？説明書に書いてあるから，

それを見て電話してください』といわれました。 

私は，サービスセンターの連絡先くらい，すぐにこたえられるようにしておけ

ばよいのにと思いました。（前屋 2000: 16） 

 

このように，AKKY氏は，まず最初に問い合わせをした時点で不親切な

対応を受けたことに不満を持っている。この事件で決定的だったのはもち

ろん，渉外管理室の暴言だが，この不親切な対応がAKKY氏に東芝に対す

る不信感を持たせるきっかけになったといえる。 

また，それだけではなく ，AKKY氏がせっかちな面もあり，検査の結果の遅れ
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にしびれを切らして様々な動きをとったのは事実だが，それよりも事件のきっかけ

になったといえるのが相手の了承を得ずに，製品を勝手に改修をしたことであると

いえる。結果的には改修により，製品はより高い性能を持つようになったのである

が，AKKY氏を怒らせるきっかけになったのも改修が原因である。改修後の説明

が足りなかったことによって，AKKY氏は東芝側が自分の同意なしに勝手に改修

を行った上に欠点を目立たなくするために性能を落としたと勘違いすることによっ

て誤解が生じたのである。製品に手を加える以上，本人の合意を得るべきであっ

たことは言うまでもなく，結果的に製品の品質が良くなったとはいえ，本人の合意

なしに改修を行ったのであれば，改修後に顧客が満足いく結果にしたということを

納得させるような説明が必要だったのである。改修作業前に，改修することによっ

てどのような効果が得ることができるのかを説明し，改修の合意を得ていれば，暴

言事件が起こるまで至らなかったであろう。 

大韓航空のナッツリターン事件においての初期対応の過ちは，事件が起きて，

ランプリターンを実施したことによって離陸時間が大幅に遅れていたのにも関わら

ず，機内放送など，乗客に説明や謝罪を行わなかったことである。この事件に関

しては，事件の発生そのものが世間を驚かせ騒がせたものであり，多くのスキャン

ダルがそうであるようにこの事件もまた，事件そのものが問題視されている。しかし，

この事件が社会からより批判されている原因の一つとして，事件が起きた飛行機

の中には乗客が約250名ほどがいて，離陸と着陸が大幅に遅れ，多くの乗客が迷

惑を被ったにも関わらず，大韓航空は事件そのものにとらわれ，現場にいた乗客

への状況説明や謝罪を怠ったのである。大韓航空のオーナーである趙顕娥氏が

起こした事件ではあるが，事件の現場でほかの乗務員が同乗していた乗客への

対応をスマートに行う必要があったといえる。 

 

２．顧客満足発生の失敗 

 

前節で見たように，両企業の初期対応の失敗により，顧客がそれぞれの企業に

対する不満を大きくさせるきっかけを作ったといえる。顧客が企業に対し不満を持

つメカニズムを下記の図で説明することができる。 
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図2．顧客満足発生メカニズム 

 

（金,2004） 

 

顧客は，商品やサービスに対し，購入する前に低かろうが高かろうが，

ある程度の期待がある。大手企業の商品やサービスだとすれば，それだけ

購入前の期待は高いといえるだろう。この二つの事件においても，東芝の

商品を購入したAKKY氏や，大韓航空の飛行機に搭乗していた乗客にも期

待があったあはずだ。AKKY氏の場合，最初のお客様相談室の対応でDの不

満が発生していた言える。しかし，その後の暴言により，不満はより決定

的なものとなり，商品に対する主観的な評価は客観的な評価より低くなり，

期待とのギャップが大きくなったことによりBの不満を感じるのである。

大韓航空の事件の場合においても同じことがいえる。飛行機搭乗時に，何

の説明もなく，離陸が46分も遅れたことにより，Dの位置における不満が

発生した。しかし，その後のメディアの事件報道により，当時の乗客はそ

のような理由により離陸が送れ，乗客の立場からすればお粗末な対応をさ

れたということを知り，大韓航空やそのサービスに対する評価は下がり不

満がより大きくなってしまったのである。 
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３．コンプライアンス違反 

 

コンプライアンスは企業不祥事を論ずるとき盛んに使われているが，過去には

法令順守と訳されてきた （上野，2005） 。しかし，現代の社会においては法律さ

え守っていればいいのではなくコンプライアンスは「組織が社会の要請に応えるこ

と」である。それは，会社などの組織体は社会の要請に応えられる存在だというこ

とを社会が認めてくれているからこそ存在し，活動することができるからである。組

織にとって社会の要請に応えていくということは当然のことなのだが，実際に行っ

ていくことは難しく，当然失敗がおきる。組織が社会の要請の一部に応えられな

いことで，社会から批判・非難を受けるということが起きる。そういうコンプライアン

スの失敗こそが組織の不祥事なのである （郷原，2013）。組織の不祥事が起きる

理由は社会の要請が変化し，組織がそれに適応できないことである。 

この二つの事件の共通項の一つとしては，社会の変化に組織が適応しきれて

いなかったということである。まず，東芝のクレーマー事件から見ていくと，この事

件は下記のように評価されている。 

 

一消費者がインターネットという媒体を通じて，多くの人々を巻き込み，大企

業と対等に渡り合い，消費者対応の重要さを企業にしあ占めたと評価される。

この事件が世の中で知られ，それらについての検討が行われるにつれ，企業

の消費者対応，記号によるインターネット情報の管理に対する姿勢や考え方

が変わったといわれ，また，消費者という存在を企業から一方的に影響を受

ける主体でなく，より能動的に，企業を選別し，企業の対抗勢力となりうる存

在にまで押し上げつつ，企業行動の習性を迫ったと評価される事件でもある。

（津田 2011: 77） 

 

このように，東芝クレーマー事件はインターネットの普及による企業リスクの喚起，

またそれまでは受け身だった消費者の立場や影響力の変化を知らしめた事件で

あった。東芝は，当時インターネットが普及し始めたばかりで，インターネットにより
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企業が告発される前例がなかったため，AKKY氏がインターネット上に書き込みを

始めたり個人のホームページを作り始めたのにも関わらず，リスクの可能性を考え

ずに，他の消費者からの反応が出始めてから対応を取り始めた。また，インターネ

ットという媒体を使い，一消費者が企業や社会に多大な影響力を与える時代にな

ったということに気付かず，初めの対応の段階から「しつこい客」，「クレーマー」な

どと社内で規定してしまうことにより，適切な対応をすることができなかったのであ

る。 

大韓航空のナッツリターン事件では，趙顕娥氏が自身の地位を利用し，従業

員を侮辱し，事件が世に知られた後も反省するするよりは自身を守るために組織

的に証拠を隠蔽し，大企業の力を使い国土交通部までをも企業に有利に動くよう

働きかけたことにより，「オーナー一族の傲慢，横柄さ」，「財閥の傲慢さ」が強調さ

れ非難の的となった。日本でも近年「パワーハラスメント」という言葉をよく聞くよう

になったが，韓国でも数年前から同じような意味の「갑질（カプチル）」という新語

をよく耳にするようになった。この「갑질（カプチル）」という新語は，強い立場にい

る「甲（갑）」がその力を利用して弱い立場にいる「乙（을）」に対して不当な行為を

行ったり要求したりすることを意味する。2013年8月に出版された「トレンド知識辞

典」という本は，韓国の今の時代を理解するために知る必要のある200のキーワー

ドを分野ごとに整理したものであるが，『政治・社会』の部分で「갑질（カプチル）」

という言葉が説明されている。また，2013年4月の朝鮮日報では，「サラリーマンの

80％が『自分は乙である』…SNS・インターネットで甲の横暴を告発」という記事が

書かれているように，職場での上司の不当な要求やパワーハラスメントに対して数

年前からより敏感に反応する社会へと変化していたのである。そのタイミングで起

きたナッツリターン事件は，趙顕娥氏が起こした事件そのものだけでなく，その後

の企業の対応に至るまでが注目の的となり，批判の標的は当事者の大韓航空だ

けでなく，財閥全体へと広がったのである。この事件に対し一部の反応は「大韓

航空の社員の中にも『起こるべくして起きたと思う社員も少なくはない』」といったも

のであった。 

この事件に対する社会の反応は，大韓航空への怒りや飛行機から降ろされた

チーフパーサーへの同情だけでなく，多くのサラリーマンなどが自身の立場に代
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入して共感できる部分があったため，財閥等の「甲」の立場にいる対象への怒りと

なって表れ，その社会の怒りが結局第一公判での「懲役一年」という実刑判決に

つながったと考えていいだろう。 

 

４．公式見解発表による世論の悪化（リスクコミュニケーションの失敗） 

 

リスクの発生可能性にさきだち，または，危機発生後に市民や消費者，ステー

クホルダーにリスクや危機に関し情報を提供することをリスクコミュニケーションと

いう。上田（2005）は，リスクコミュニケーションを「企業が事業をすいしんするにあ

たり，ステークホールダー，とりわけ一般消費者との間でリスクに関する情報を交

換したり，共有したりすること」と定義し，「リスクコミュニケーションとは，本質的に

双方向のコミュニケーションであり，結論が良ければそれでよいのではなく，その

結論に達するプロセスをも大事にしようとするものです。すべての人が対等な立場

で参加すること。これが今日の民主社会なのです。」と説明し，リスクコミュニケー

ションの重要性を物語っている。消費者へや一般市民への情報共有に際して，

排除することができないのがメディアの存在である。Chang Jo Yoo（2011）による

と，「企業の事故は多様なメディアを通して消費者に伝えられるため，企業がこれ

にどのように対応するのかが企業の名声やイメージの管理に重大な影響を与え

る」としており，危機発生時のメディアと報道後の企業の対応の仕方の重要性を

強調している。また，Chang Jo Yoo（2011）は，最近の企業の名声管理における

謝罪文発表の傾向に関し言及し，メディアの報道の仕方を企業が統制することは

不可能であるが，企業が発表する謝罪文の枠組みは，統制可能な要因であるた

め，謝罪文の枠組みに関する研究はリスクコミュニケーション管理者に有益なフィ

ードバックを与えることができるという。このように，危機発生後に企業がどのような

謝罪文（公式見解）を発表するかによって消費者の反応は相違し，事件の発展す

る方向に大きな影響を与えることができるのである。 

危機管理において謝罪文（公式見解）は多大なる役割を果たすのであるが，ク

レーマー事件とナッツリターン事件においては，事件が世に知られた後に企業が

発表した謝罪文は事件を好転させるどころか，事件の様相を悪化させるものであ
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った。両社の発表文は，事件の本質にはふれず，企業が自身を守るための言い

訳に近い内容であったためである。 

東芝が当時発表した公式見解には，東芝の立場からの事件の経緯や，改修は

AKKY氏が望むものであったため実施したという東芝のスタンスを主に書いている。

AKKY氏が暴言の録音テープをホームページで公開したため，実際社会が最も

関心を寄せていた主な内容はは暴言に関する事実関係や，東芝の立場であった

が，肝心の暴言に関しては，文書の最後の部分に遠回しに言及しているだけで

あった。東芝の公式見解には社会が最も知りたい核心には触れていないためそ

れを読んで満足する展開にはならなかったのである。 

一方，大韓航空のナッツリターン事件がメディアに報道された後の公式謝罪文

であるが，大韓航空が文書を発表したのちに，新聞記事や，ブログなどのSNSで

多く取り上げられ批判を受けた。大韓航空の謝罪文も東芝と同様，事件の本質に

は触れずに，事件を起きたことの正当性を主張し，批判の対象を客室乗務員へと

回しながらサービスの向上を約束するものであったためである。 

このように，事件の本質をついておらず，企業を守るために事件の正当性を唱

える謝罪文や公式会見は逆効果でしかないといえる。 

 



 

 31 

４章  ケース分析から浮かびあがる日韓企業の構造的な特徴 

 

本章では各事件において，具体的に問題があった部分がどのような点で

あり，そこからみえてくるそれぞれの企業における構造的な問題点につい

て探っていきたい。その次に，各企業が本稿で分析したそれぞれの事件を

通し，あらわになった問題点をより一般化していく。各企業の構造的な問

題がどのように一般化可能であるのかを探ることにより日韓の企業の違い

へと拡大していく。それぞれの企業のもつ問題点から日韓企業の一般的な

特徴をみていくが，それと同時に危機発生時という共通する状況において

二つの事件を通じてみられた普遍性についても見ていく。 

 

１．各事件から浮かび上がる各企業の構造的な問題点 

１） クレーマー事件からみえてくる東芝の構造的な問題 

 

クレーマー事件から見えてくる東芝の構造的な問題点は，大きく二つで

ある。一つは，現場の判断を重んじ，その判断に問責しないという点と，

二つ目は，事件の一連の流れにおいて，責任者が存在しないという点であ

る。まず，一つ目の問題点である現場の判断を重んじその判断に問責しな

いという点から見ていきたいと思う。 

クレーマー事件の発端となったAKKY氏が顧客相談室に問い合わせの電

話をし，AKKY氏に最初に応対し，AKKY氏の気分を害した職員に対する

東芝側の立場は前屋のインタビューによると下記のとおりである。 

 

最初の（九州相談センターにかかってきた）電話の時に，実際に相

手が行ったかは別にして，彼と，いちばん最初に対応した九州相談セ

ンターの人間との間のやり取りのなかで，何かあったんでしょうね，

当然。相手にしてみれば，非常に頭にくることだったろうし，うちの

人間は，そんなにひどいことは言っていないと言っているんですけど

ね。（前屋 2000: 40） 

 

上記の東芝側の職員の発言を見ると，インタビューの時点は事件発生後か
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ら結構な時間が経っているにも関わらず，事実関係が明確にされていない

ところに注目することができる。当時の通話内容を明確にしておらず，

「当事者はそのようなことは言っていないという」曖昧な状態で片付けよ

うとしているのである。このような東芝の態度は，実際にどのようなこと

が起きたのかという事実より，当時の現場で職員が当事者の判断のもと対

応したことに意味があり，それに責任を問うことはしないという態度が見

受けられる。 

このような東芝の態度は，事件を通し一貫して見受けられる。クレーマ

ー事件においてAKKY氏を最も憤慨させ，世間からも注目されるようにな

ったきっかけの暴言に対する東芝の態度も似たようなものである。「暴

言」を発した渉外監理室の職員に対する処置に関し東芝は次のように語っ

ている。「処置はやっていまよ。基本的には厳重注意です。いまも渉外監

理室にはいますが，そういう話（苦情対応）には出ていませんよ。」（前

屋，p.148）この事件において社会的にも最も問題となる一番大きな原因

を作った当事者に対する処置が「厳重注意」であるという。また，その職

員はその後も同じ部署で働いていた。問責の方法や重みは企業によって違

うのは当たり前のことであり，一概にはどのような方法であるべきだると

いうことは言えないが，このような東芝の態度は，一連の事件の流れの中

でその職員の判断は仕方のないものであり，現場の判断であったという東

芝の態度を感じさせる処置である。 

それだけでなく，AKKY氏が暴言の音声ファイルをホームページに掲載

した後，東芝がAKKY氏との面会日程を調整する中で，東芝が希望してい

た期限内に面会を実現させることができなかったとき，東芝の職員がAKK

Y氏に対し，「会わないと法的措置をとる」といった発言が東芝側から飛

び出し，これはAKKY氏の態度を硬直させ，その後の面会が実現する弊害

となった。この発言に対しても東芝は「現場の判断ですから，なぜ，そう

言ったのか，いまではよくわかりません」（前屋 2000: 210）といった立

場をとっており，現場の判断に関し，なぜそのような判断を下したのか，

その判断に問題はなかったのかといった問責はしておらず，現場の判断に
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重みを置いているということがわかる。 

次に，クレーマー事件を一貫して，責任者が存在しないという点につい

てみていきたい。本稿の2章にて事件の概要を時系列により整理したが，

東芝側にはAKKY氏に対応する一連の過程の中で責任を取っている部署や

担当者が不在であるということがわかる。この事件には登場人物が多く，

九州テクノがAKKY氏の自宅を訪問し，テープを回収した後から見ていく

と，サービスセンターである球種テクノや，ビデオデッキの実際の改修を

行った深谷工場，その後本社の渉外監理室が登場し，最終的には本社の副

社長が面会をする。暴言を発した職員に関しても，AKKY氏の事件の担当

者でもなく，事件の過程についてよく知らないものが対応したため，表面

的な知識とAKKY氏に対する偏見のみでの発言が事件の様相を悪化させた。

このような結果を招いたのは，一連の事件の過程を統率し，責任を取る人

がいなかったという事実が大きく作用したといえる。日本の企業組織は，

縦串ではなく，横ぐしであり，クレーマ事件の様相からも，横ぐしの連携

で対応していたが，結局はそれが裏目に出たということができる。 

 

２） ナッツリターン事件からみえてくる大韓航空の構造的な問題 

 

次に，ナッツリターン事件から見えてくる，大韓航空の構造的な問題点

についてみていきたい。東芝の構造的な問題点は，責任者，つまりリーダ

ーがいないことが問題として事件に作用したが，ナッツリターン事件にお

いてはその反対のことがいえるであろう。ナッツリターン事件企業の権力

を握るリーダー集団であるオーナー一家が起こした問題であり，そのオー

ナー一家の権力が強すぎたという点が，事件の原因として作用した。また，

オーナー一家の強い権力が事件に作用しただけでなく，事件が発生した以

降にも当事者に責任を問うことはせず，むしろ企業が組織的にそのオーナ

ーをかばおうと必死であった。 

まず最初に，オーナー一家の権力がこの事件にどのように作用したのか

を見ていきたい。ナッツリターン事件自体がオーナー一家の一員である趙
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顕娥氏が起こした事件であるため，オーナー一家の権力が100％働いたと片付け

ることもできるが，事件の流れを通し，要所要所でどのように働きかけたのかを詳

細に見ていきたい。趙顕娥氏は，事件当時大韓航空の副社長であり，機内サ

ービスの業務担当ではあったが，それ以前に，乗客としての資格で搭乗し

ていた。そのような状況で趙氏は機内で怒りをあらわにし，大声を出すな

どの騒ぎを起こしたのだ。一般的には機内で騒ぎを起こしたり，脅威的な

行動をとったとしたら，機長の権限で乗客に厳重注意を与えたり，それに

見合った処置がとられていたであろう。航空法の50条によると，「航空機

の飛行安全に責任を持つ機長が乗務員を指揮∙監督する」と明記されている

ため，機内での最高権力を持つのは機長であるべきだが，事件当時の機内

では，機長さえもオーナー一家の一員である趙氏の権力に逆らうことがで

きなかったのである。そもそも，この事件は，事件を起こした趙氏がオー

ナー一家でなかったとしたら，最初からここまで大事にならなかった事件

であるともいえる。 

次に，大韓航空は，オーナ一家の一員である趙顕娥氏に対し，責任を問

わずにむしろ必死にかばおうとしたという点についてみていきたい。最終

的には趙顕娥氏は韓進グループにおけるすべての役職から退き，また第一

公判においては，有罪判決を受けるなど，責任を問われた形に終わったが，

これは，大韓航空や趙顕娥氏が自発的にとった責任というよりは，世論と

国家権力である検察によって取られた結果であるといえる。大韓航空が事

件が世に知れた直後に発表した公式見解を見てもわかるように，あくまで

大韓航空の企業としての立場は趙顕娥氏の行動を正当化し，過ちは客室乗

務員たちにあったという旨であることからも，大韓航空が趙顕娥氏に責任

を問う姿勢はうかがえない。また，事件の展開からも見て取れるように，

大韓航空は趙顕娥氏に責任を取らせようとはせず，むしろ客室担当の役員

が中心となり事件に介入しながら証拠の隠滅や，嘘の供述の強要など趙顕

娥氏をかばうために必死であった。 

韓国のオーナー一家がグループ企業において，統制権を持っていること

は事実であるが，それと同時にグループのオーナー一家には責任の所在が
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足りないのも事実である。Chang（2003）によると韓国の財閥の会長たちは，

グループ会長というものが法的には存在しない実態であるため，自身が誤

った決定を下したりした場合にも責任を取る必要がなく，理事会の承認を

受ける必要もない。以前サムスングループが自動車産業に進出した際，そ

の決定は戦略的なものというよりは，自動車を集めるのが趣味だったグル

ープ会長の自動車産業に対する関心が反映された意思決定であった。サム

ソングループの新規自動車事業に対する投資はサムソン系列の関係者や，

サムソン電子，サムソン重工業などの代表理事が資本を買入したが，サム

ソングループの会長自身は数年間は赤字が見込まれる新規産業に投資を全

くしなかった。結果としてサムソン自動車は1999年に法定管理（日本の会

社更生法）を申請し結局投資者たちは投資金を回収することはできなかっ

た。しかし，グループ会長はこれに対し，全く責任を取ることはしなかっ

たのである。このようにグループオーナー一家は，企業に損失をもたらす

ような行動をとっても，責任を取る必要のない構造があり，大韓航空のナ

ッツリターン事件も例外とは言えないのである。 

 

２．二つの事件からみえてくる日韓企業の違い 

 

これまで，事件を通して見受けられたそれぞれの企業の構造的な問題点

についてみてきたが，二つの事件は似たような展開と結果を見せたにも関

わらず，それぞれの企業が持っている構造的な問題点は根本的に違ってい

ることがわかる。それぞれの企業の問題点をより一般化すると，日韓のコ

ーポレートガバナンスの違いが見えてくるのである。本節では，日本と韓

国それぞれのコーポレートガバナンスの特徴を探り，それぞれの特徴が東

芝と大韓航空の構造的な問題点とどのようにつながるのかを検討する。 

 

 １） 日本のコーポレートガバナンス 

 

日本の企業システムは，戦後の高度経済成長期に注目され，エズラ・ヴ
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ォーゲルの『ジャパンアズナンバーワン』が出版されるなど，その要因が

分析され，高く評価された。戦後の日本企業の経営慣行や企業システムは

日本的経営として特徴づけられた。日本的経営という日本における企業シ

ステムがどのようにして形成されたのかをまず検討し，日本企業の一般的

なコーポレートガバナンスの特徴を見ていきたいと思う。 

 

① 日本的経営のルーツ 

 

野口悠紀雄（2000）は，現代の日本における金融システムや企業システ

ムなどを含む経済体制のルーツは戦時体制に基づくとしており，それを

「1940年体制」と名付けている。以下には「1940年体制」で説明されて

いる1940年体制以前の日本の企業システムと，1940年体制に至った経緯

を整理する。 

現代の日本的経営の代表的な特徴とされる終身雇用，年功序列，企業別

組合や，メインバンク制などはすべて第2次世界大戦当時の戦時体制を受

け継いだものであるという。戦前の日本の経済システムは，現在とは違っ

ており，競争主義的で自由主義的であったという。また，労働市場も当時

は長期雇用ではなく自由な市場であり，明治期の熟練機械職人は全国をま

たに飛び回っていたといわれる。また，金融システムにに関しても戦前は，

軽工業が中心であったため，企業は大きな資金量を必要とはせず，銀行中

心の間接金融主体であり，大企業の筆頭株主は波高済み株式数の20％前後，

上位5名で40％前後の株式を保有するなど大株主が主導するガバナンスで

あった。（藤田，2015）企業の支配構造も株主中心のものであり，商法は

株主中心主義を採り，株主総会は取締役に対し強い権限を持っていた。こ

のような企業支配構造の反映として，配当性向が高く獲得した利益の大部

分が株主に分配された。 

このように，戦時体制以前の日本の企業システムは現代のそれとは違っ

た形態を有していたが，時代の発展とともに第一次大戦以降，本格的な工

業化が進む中で変質した。1937年に日中戦争が勃発し，長期化しする中で，
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政府は統制経済の採用を迫られ統制三法2を制定し，その翌年の1938年に

は国家総動員法が制定された。国家総動員法に基づき株主の権利制限が行

われ，会社利益配当及資金融通令により企業の配当に規制が加えられるよ

うになった。1940年に発足した第二次近衛内閣は，新税在体制を掲げ，企

業が利潤動機に従って行動すべきでないという考えを基本に企業改革を進

めた。また，同年に会社経理統制令が制定され，配当統制がされらに強化

された。役員賞与についても規制が加えられるだけでなく，役員の構成も

変化し，内部昇進役員の比率が高まった。このように，株主の権利が制限

され，企業は従業員の共同体的な性格を持つようになり，雇用慣行の変化

がそれをさらに強めたのである。すでにみたように，政府は総動員法を制

定したが，それによって物資，物価の統制令を志向し，1939年3月には初

任給が公定され，9月からは賃上げを建前として認めないという賃金統制

が行われた。しかし，従業員全員を対象として昇給を一斉にする場合は例

外として認められ，定期昇給の仕組みが定着したのである。このような過

程を通じて，年功序列賃金と勤続による昇進が全国的に普及したとしてい

る。 

 

② 現代の日本のコーポレートガバナンス 

 

先に，藤田（2015）の「株主を中心とする多くのステークホルダーの利

益を追求するために企業活動を律するメカニズム」という定義を見たが，

先に述べたように，例外もあるが，国によって重要視するステークホルダ

ーは違っている。日本の場合，最も重要視されるステークホルダーは従業

員であるといえる。英米のガバナンスは，株主を中心としたものであるが，

日本のガバナンスシステムは従業員重視経営，あるいは従業員主権論であ

るといえる。 

日本で会社は誰のものかという問いかけたとき，会社法では企業は株主の

                                            
2 統制三法とは，金融的な統制を目的とする「臨時資金調整法」，物的な統制を目的とす

る「輸出入品等臨時措置法」，軍需生産のために工場を国家管理のもとに置くことを目的

とする軍需工業動員法的用法である。（野口，2002） 
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ものであるとされているが，一般的には会社は従業員のものであると観念

されており，会社の実質的な所有者，意思決定者は従業員だとみる（勝部，

2004）。 

勝部の「コーポレート・ガバナンス論序説」第9章を見ると，日本でコー

ポレートガバナンスの研究を進めた多くの研究をレビューしている。それ

ぞれの研究は観点が違っていたり，それぞれに特徴があったりと多様であ

る。 

最も一般的な日本のコーポレートガバナンスの特徴はメインバンク制，

株式相互所有，また日本的経営と呼ばれている年功序列や終身雇用などの

労使慣行である。そんな中，伊丹はコーポレートガバナンスを「企業が望

ましいパフォーマンスを発揮し続けるための，企業の『市民権者』による

経営に対する影響力の行使」（伊丹 2000: 17）と定義し，日本型コーポレ

ートガバナンスを人本主義企業とであるとしている。伊丹は，コーポレー

トガバナンス論において，企業主権論を主張している。前述した伊丹のコ

ーポレートガバナンスの定義に基づき伊丹は企業を国にたとえながら統治

行為の主体としての主権者はステークホルダーのうちの一部であり，その

資格を持つのは株主と従業員であるという。そして，日本の企業は従業員

主権であるとし，従業員主権とは，企業はそこにコミットして長期間働く

人々のものであり，彼らが企業のメインの「主権者」であるというもので

ある。伊丹の主張する従業員主権の根拠としては，現実の企業経営の場で

株主よりも企業に働く人々のものとして企業を捕らえているかのような企

業行動が多いという点である。その行動の例として伊丹は，株主への配当

を傷っても従業員の雇用の確保を優先する企業行動，外部からの乗っ取り

的買収に対する労使共同しての反対運動を挙げている（伊丹，2000）。ま

た，前述したように日本の企業システムを人本主義とし，それを「ヒトと

いうもっとも貴重な資源を提供しているコアメンバーが『えらい』，つま

りヒトを出した人々が『えらい』という考え方である。」としている。も

ちろん，伊丹のように，企業を国会にたとえ，「企業主権論」を主張する

ことに関する批判もある（勝部，2004）。しかし，本稿ではコーポレート
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ガバナンスにおける企業主権論の妥当性よりは，企業において最も声を大

にできる集団や人は誰なのかということに焦点を当てているため，伊丹の

従業員主権論は，日本の企業において声を大にできる人々は従業員である

という観点から理解したい。 

このように，日本の企業システムの特徴として，ステークホルダーの中

で労働力を提供し，企業で働く従業員の存在が重要であるという側面を見

てきた。従業員の権力が重要視されるという特徴と延長戦で，日本の企業

では現場での行動や現場における判断が重要であるという点を見ていきた

い。金（2010）によると，日本の企業で経営者に企業の戦略や成功要因等

についてインタビューをすると返ってくる答えは「僕はね，全部，下に任

せていますから」というものだという。権限を現場に委任し，任せている

ため，日本の企業における意思決定は実質的にはボトムアップやミドルア

ップダウンという形をとっており，経営者はそれを了解するだけである。

それゆえ日本の経営にはリーダシップが不在であり，金はそれを殿様経営

と名前を付けている。 

また，日本企業の株式の相互持合いの構造からも日本のコーポレートガ

バナンスの特徴を探ることができる。日本の企業集団は，図3のようにお互

いの企業の株式を持ち合うことにより，敵対的な乗っ取りが困難であり，

株主からの規律が経営者に与えられず経営者は長期的な視野に立った経営

を実施できるなどの強みを持つ（三輪，2008）。しかし一方で，この水平

的な構造ゆえに，企業におけるオーナーが不明確であり，責任者やリーダ

ーシップの欠如につながるという見解もある。 
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図3．日本企業の所有構造 

 

 （Kang, 2000） 

  

３）韓国のコーポレートガバナンス 

 

①韓国の財閥企業の形成 

 

ほとんどの韓国の財閥は，日本の植民地支配後である1945～1960年代

の間に形成された（Kang, 1998, Chang, 2004）。この時期，財閥企業

の成長の元手となった要素の一つとしては，日本の植民地時代に日本政府

および日本企業が所有していた工場，生産設備，および在庫等の資産，つ

まりは帰属財産の売却である。これらの資産は当時の韓国の経済規模にお

いて約30％にも及んだという。これらは初期には韓国の政府が所有してい

たが，後に個々人に売却された。売却は競売などの公開的な方法によるも

のではなく，政府官僚と親交のある人々に売られたが，当時のインフレー

ションも重なりそれらの資産は実際の市場価値よりも低い価格で売却され

た。それだけでなく，購買者たちは購買当時には10％だけ払い，後に利子
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無しで長期返済をすればいいという有利な条件の下，購買に至った。ハン

ファ（韓火），ドゥサン（斗山），サムスン（三星），LG，ヒュンダイ

（現代）等の財閥も当時これらの財産を購買し，その後の成長の基盤とし

て活用した（Chang, 2004）。このように，財閥企業の成長の基盤となっ

たきっかけも政府官僚とのつながりの要素が強かったが，成長においても

1960年代と1970年代の積極的な政府政策に起因したということができる

（Kang, 1998）。朴正煕政権は，自身の政治的正当性を確保するために

経済発展に力を注いだ。経済開発のため，5か年計画を実施したが，輸出

志向的な産業と消費財産業のような輸入代替産業に集中した。当時，政府

は銀行に投資案の妥当性を審査する権限を与えず，政府の経済企画により

樹立された計画に基づいて資金を調達し，それを執行する役割を担当させ

た。このようにして，大規模投資金は政府が選定した少数の企業にだけ割

り当てられ，選定されたプロジェクトを遂行可能性のある企業にだけイン

センティブを提供した。このようにして，企業の間には政府に選ばれた企

業とそうでない企業に差が大きく拡大した。（Chang, 2004） 韓国の財

閥はこのような歴史的背景によって成長し，1990年代には韓国の経済にお

いてその役割が増大し，政治的な影響力までも行使するほど大きくなった

（Chang, 2004）。 

 

②現代の韓国財閥のコーポレートガバナンス 

 

韓国の財閥の特徴は家族経営と多角化であり，ほとんどの財閥で所有と

経営は分離されていない（Kang, 2000）。韓国において財閥企業の所有と

経営が分離されていないという点は，家族経営という特徴と大いに関連性

がある。韓国では，オーナー一家が財閥の所有者であると同時に経営者で

あり，その中でも企業内の地位は結局家族の構成員に譲られる。Chang（20

04）によると，ほとんどの財閥2世は55％が役員の職位についており，45％

程度が一般管理職の職位についていた。これは，過去，財閥の創立者が，

相続税法の弱みを利用し，少しの相続税の負担をするだけで，財閥の資本
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を2世や3世に渡すことができたからであるという。 

このような家族経営の下，オーナー一家が財閥グループ全体に多大なる

権力と影響力を行使できる理由は相互資本所有の原理による（Kang, 2000，

Chang, 2004）。相互資本所有の構造は単純化して図にすると図4のように

なる。図4は系列会社間の相互資本保有によって財閥のオーナー一家がグル

ープ全体を統制できる原理を説明している。オーナー一家はコアな系列社

の資本を一部持ち，その系列社がお互いの資本を持ち合い，また，それよ

りも資本金の小さい系列社の資本を保有することによって，オーナー一家

は実質コアの系列社に対し資本を保有するだけで，全体を支配することが

できるのである（Chang, 2004）。影響力を広く強く及ぼすことのできるも

う一つの理由として，各系列会社の最高経営責任者や，核心的な位置にい

る人物に自身の親族を配置することによって，系列会社の経営もオーナー

一家の思い通りに統制することができるのだ（Kang, 2000）。このような

所有構造により，オーナー一家の権限は強力なものとなるが，それは結局

オーナー一家が全体の系列社を含めたグループ全体に経営戦略や人事権，

設備投資などの事項に関し意思決定をトップダウンの形で下すことができ

るということになる。こうして強いリーダーシップを持ったオーナー一家

が財閥グループ全体を支配するのだが，このような経営体系を金は日本の

殿様経営に対し，皇帝経営と名付けている（金，2010）。 
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図4．韓国企業の所有構造 

 

（Kang, 2000） 

 

これまで見てきたような構造の基に，財閥のオーナー一家は莫大な影響

力をグループ全体に及ぼすことができ，オーナーは一般的にグループの会

長と呼ばれている。会長や会長の家族はグループにおいて力を行使できる

一方で，前述したように，実はグループ会長というものは法的には存在し

ない実態なのである（Chang, 2003）。法的に実在しない地位であるため，

グループ会長は企業グループ全体に影響を及ぼすような意思決定をし，そ

れが後に問題となったとしても責任を取る必要がないのである。 

 韓国財閥の資本所有構造などを見ることにより，オーナー一家が強いリ

ーダーシップと権力を発揮することができる韓国の企業システムに関し見

てきたが，日本の企業が伊丹のいう従業員主権であり，企業のステークホ

ルダーのうち従業員の声や権利が最も重要視されるとしたら，韓国の財閥

企業は以上にみてきた背景から，オーナー主権であり，ステークホルダー

のうち最も声を大にすることができ，権力がある集団はオーナー一家であ

るといえる。 
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３．危機発生時における共通点 

 

これまで見てきた日韓のコーポレートガバナンスの特徴をそれぞれの国の企業

が重要視するステークホルダーの視点から整理してみると，日本の企業は一般的

に従業員重視であり，韓国の企業はオーナー一家重視であるということができる。

これは前節で，クレーマー事件とナッツリターン事件から見出した東芝と大韓航空

の構造と同じものである。このように，二つの事件はそれぞれの企業が異なったコ

ーポレートガバナンスであるにも関わらず，似たような結果に終わった。これは，

日本と韓国の一般的なコーポレートガバナンスを持っている企業はすべてこのよ

うな事件を起こしうるという結論になってしまうが，本稿では，日韓を代表する二つ

の企業のケースのみを検討したため，一般化はしがたい。異なるコーポレートガ

バナンスを保有する日韓における二つの企業が危機管理過程失敗という同じよう

な結果を迎えた理由して第3のステークホルダーの存在を指摘したい。日本と韓

国のコーポレートガバナンスにおいては普段は主にステークホルダーのうち，従

業員やオーナーなどの内部のステークホルダーが重要視されている。日常業務

が平常通りに行われている状況，つまり「平時」にはいつも通りのコーポレートガ

バナンスの下，企業活動を遂行すればいいが，危機管理対応時というのは「有

事」である。前述したように，企業のコンプライアンスにとって最も重要なことは，組

織をめぐる環境変化を的確に把握し，その変化に適応していくくとであるが，本稿

でみた二つの事件においては東芝と大韓航空は，組織が社会から批判や非難を

受けかねない不祥事が発生することにより，企業をめぐる状況が変化したにも関

わらず，その「環境変化」を把握できず，いつも通り普段もっとも重要視しているス

テークホルダーを優先する形で対応をとったのである（郷原 2013: 82）。それで

は，有事対応時には重要視すべきステークホルダーは誰なのか。この二つの事

件からいえることは，企業の外部からのレピュテーションを構成する重要な集団で

ある「社会（消費者や一般市民）」である。 

本稿で今回検討した二つの事件の共通点は3章でみたとおりであるが，この二

つの事件が公に知らされた後，社会が憤慨した共通の理由として言えるのは，状

況や場面は違ったとしても誰にでも起こりうることであるという点である。まず，クレ
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ーマー事件に関してみていくと，東芝ではAKKY氏をクレーマーとして規定し，一

般の消費者とは違うという立場からとった対応であるというが，暴言の内容を聞い

た一般の消費者からすれば，一消費者として，製品の不具合に関し企業に訴え

た結果，クレーマーとして扱われ，顧客に向かって発する言葉とは思えぬような暴

言を吐かれるような状況が自分にも起こりうると感じることができる。 

一方のナッツリターン事件に関してみると，雇い主と従業員という関係

において発生した事件であるが，社会における強者と弱者の間でいくらで

も起こりうる事件なのである。前述したように，日本でも近年パワハラと

いう言葉をよく聞くようになったが，それ以外にもマタハラ（マタニティ

ーハラスメント）などという言葉も頻繁に使われるように，状況的に弱い

立場にいる人間が不利な待遇を受けるような現実が実在しているのである。

韓国でもデパートやスーパー等で顧客としての強い立場を利用し，従業員

に暴言を吐いたりといった事件がニュースなどで頻繁に取り上げられてい

るが，これは日本でも韓国でも強い立場を利用して権力を誇示するような

人や状況が社会ではこれ以上受け入れられないものであると同時に，自分

にもいつでも起こりうるようなことであるという実情から，社会的な共感

や同情を買い，強い批判へとつながるのである。 

このように二つの事件は，社会において似たような状況が自分にも起こ

りうるという同情や共感と共に批判的な世論が広がり，その否定的な世論

に後押しされ，クレーマー事件の場合は社会への公開謝罪，ナッツリター

ン事件の場合は実刑判決という最悪な結果がもたらされたのである。クレ

ーマー事件とナッツリターン事件は批判的な世論，つまりは社会的評価の

不祥事発生時における力の強さを見せつける事件であった。世論の力に関

しては，世界的なコンサルタントであるラム・チャランの『Know-How』

という本に「肯定的な世論が企業の株価を上昇させることはできないかも

しれないが，否定的な世論は経営者の職位や企業を存在自体に大きな脅威

となりうる。」と指摘している（Kim et al., 2015）。東亜ビジネスレビ

ューにてナッツリターン事件が評価されたが，その記事によると危機状況

では，外部に存在する社会と世論の動きを把握し，彼らの目から我々の企
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業に発生した危機事件を見つめることによってちゃんとした危機対応戦略

を樹立することができ危機による被害を最小化することができるという。

このとき大事なのは企業内部の視覚ではなく，外部の視覚で見つめること

であるという。 

クレーマー事件とナッツリターン事件が危機管理の過程において最終的

に企業にとって最悪な結果をもたらし終わった理由は，どちらの企業も，

いつも通りの体制で平時に優先しているステークホルダーをを優先したあ

まりに，有事に注目すべきであった外部のステークホルダーの視覚を無視

したためである。 

本章で見てきた内容を表にまとめると下記のようになる。これまで見て

きたように，東芝と大韓航空は似たような危機管理過程を見せたにも関わ

らず，その背景にある企業の構造は異なるものであり，その特徴は日韓の

企業の特徴として一般化できるものであった。二つの企業はケース展開の

背景にある構造は異なるものであったが，それにも関わらず同じ結果を見

せたのは危機時に台頭するステークホルダーである社会の存在のためであ

る。 

 

表3．東芝と大韓航空および日韓の企業構造 

 
東芝/日本 大韓航空/韓国 

ケースから見えてくる 

構造的問題 

現場(従業員)の判断重視， 

責任者(リーダー)の不在 

オーナーの権力の強さ， 

オーナーの責任不足 

各国で重要視される 

ステークホルダー 
従業員重視 オーナー一家重視 

危機時に台頭する 

ステークホルダー 
（消費者や一般市民などの）社会 

 

 本稿であきらかにしている第三のステークホルダーである社会という存

在は，企業活動において重大な役割を果たしていることがわかる。これは

企業の社会的責任（CSR, Corporate Social Responsibility）の重要性と
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直結しており，近年ガバナンスの重要な構成要素として注目されている

（藤田，2015）。 コンプライアンスの重要性はすでに3章でみたとおりで

あるが，企業のCSRやコンプライアンスの重要性は企業と社会との関係性

が緊密になるにつれて高まっている。違法行為が無くても社会の規範や良

識に反すると気駅成長は持続せず，法律の村主は最低限の義務として定着

しているが，社会との調和も重要なのである（藤田，2015）。近年では，

ポーターとクラマーによってCSRに代わってCSV（Creating Shared Val

ue, 共通価値の創造）の実践の重要性が提唱されている。企業はこれまで

「企業活動で社会に与えた影響に対応する」という考えの基，環境対策や

コンプライアンスの実施といったCSRを行い，その中心的な活動は寄付や

社会貢献活動といったものであったが，CSVは経済的価値を想像しながら，

社会的価値も創造するというアプローチである（藤田，2015）。本稿では

CSRとCSVのどちらが企業活動に望ましいかというのは議論の対象ではな

いが，どちらであれ，企業の社会との調和や社会への貢献が望まれており，

社会からの期待は高まっているということが重要である。また，企業のこ

のような活動はレピュテーションへとつながるがフォンブランら（2004）

によれば「厳しい市場環境におかれた企業にとって，レピュテーションは

企業を活性化させる資産の役割を果たして」いるため重要なのである。 

 



 

 48 

５．結論 

  

東芝と大韓航空はそれぞれクレーマー事件とナッツリターン事件におい

て，危機管理を失敗し東芝は公開謝罪記者会見，大韓航空は趙副社長の有

罪判決という最悪の結果を迎えた。二つのケースは日本と韓国という二つ

の国において時期は違えど似たような展開と結果を見せ，それらは１．初

期対応の失敗，２．顧客満足発生の失敗，３．コンプライアンス違反，４．

リスクコミュニケーションの失敗というものであった。ところが，それぞ

れの企業が前述の失敗をなぜ犯したのかを企業構造における問題点から探

ってみたところ，東芝と大韓航空の構造的な問題点は全く異なるものであ

った。東芝のクレーマー事件から見受けられた構造的な問題点は，現場の

判断を重んじそれを問責しないという点と，責任者が存在しないという点

であった。一方，大韓航空のナッツリターン事件から見受けられる企業の

構造的な問題点はオーナー一家の権力が強すぎるという点とそのオーナー

一家には責任を問わないという点であった。二つの企業が似たような危機

管理過程を経験した背景は根本的には違った理由によるものであったが，

これらの企業の構造的な問題点を一般化し広げてみると，東芝と大韓航空

固有の特徴ではなく，それぞれ日本と韓国における企業の一般的なコーポ

レートガバナンスであるということがわかった。日本と韓国のコーポレー

トガバナンスをそれぞれ各企業がどのステークホルダーを重要視している

かという点から接近すると，日本は従業員重視型であり，韓国はオーナー

一家重視型であるということができる。 

二つの企業は，相反する構造的な問題点をみせ，またそれはそれぞれの

国におけるコーポレートガバナンスの特徴として一般化することができる。

このような背景にも関わらず，東芝と大韓航空が危機管理過程で同じよう

な展開と結果をみせた理由として本稿は第三のステークホルダーである社

会の存在を指摘する。東芝と大韓航空は平時からそれぞれ従業員重視，オ

ーナー一家重視という企業において内部にいるステークホルダーを重要視

するコーポレートガバナンスを保有しているが，不祥事や危機という有事
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の時において，つまり本稿で分析した二つのケースにおいては第三のステ

ークホルダーの社会が台頭し強力な圧力を発揮した。しかし，それにも関

わらず東芝と大韓航空は社会というステークホルダーの重要性を見落とし，

平時通りそれぞれ従業員とオーナー一家を重要視したために，社会からの

強い世論が形成され，公開謝罪記者会見と有罪判決という最悪の結果に陥

ったということができる。これは企業と社会との距離が縮まることにより，

企業の社会における役割への期待がより一層高まってきていることの表れ

であるともいえる。 

本稿は，日本と韓国の大手企業にて発生した二つの事件を比較分析する

ことにより，日本と韓国のコーポレートガバナンスの特徴を明らかにし，

また二つの事件が同じ結末に至った理由として第三のステークホルダーの

存在を指摘した。東芝のクレーマー事件は発生から約16年が経っており，

日本で当時話題になったじけんであったため，クレーマー事件を題材にし

た研究がいくつか行われている（津田，2008，2011など）。しかし，大韓

航空のナッツリターン事件は発生から1年ほどしかたっていないため，掘り

下げた研究はいまだ行われていない。また，近年日本でも韓国でも企業の

不祥事とうが発生すると必ずと言っていいほど新聞などのメディアでコー

ポレートガバナンスに関する特集記事などが組まれ，2015年夏に発生した

東芝の不正会計問題も例外ではない。このように，企業の不祥事や危機管

理とコーポレートガバナンスとの関係性は非常にタイムリーな題材である

ということができる。本稿で指摘している第三のステークホルダーである

社会という存在は企業活動において欠かせない存在であるだけでなく，そ

の存在感は時代とともに大きくなっているため，企業がより注意深く目を

傾けるべく対象であり，これは企業への示唆である。 

一方で本稿では，実際に二つの企業へのインタビューなどは行っておら

ず，東芝に関しては前屋の書籍，大韓航空は新聞記事などの資料を基にし

て分析したため資料の独自性に欠ける。また，日本と韓国の大手企業一社

ずつを比較しているため，一概に日韓それぞれの国における特徴であると

一般化しがたいという点は否めない。量的な研究は次の研究課題へと持ち
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越したい。また，本稿で東芝と大韓航空それぞれの構造的な問題点として

指摘した特徴に関し，今回分析したケースにおいては問題の原因として作

用した特徴であったが，この特徴を一概に問題点として規定することはで

きず，企業の長所や強みとして位置付けることもできる。本稿では危機管

理に失敗した理由としてピックアップしているが，本稿で指摘している構

造を保有した企業がすべて問題があるというわけではなく，長所として作

用することもできる一方で，危機管理という特殊な状況におかれたときに，

対応方法を誤ると問題点として浮上するということを著者は指摘している

ことを明らかにしたい。 
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付録 

付録１．大韓航空公式見解原文 

1. 승객분들께 불편을 끼쳐드려 사과 드립니다. 

 

▲ 비상 상황이 아니었음에도 불구하고 항공기가 다시 제자리로 돌아와 

승무원을 하기시킨 점은 지나친 행동이었으며, 이로 인해 승객 분들께 

불편을 끼쳐드려 사과 드립니다. 

 

▲ 당시 항공기는 탑승교로부터 10미터도 이동하지 않은 상태로, 항공기 

안전에는 문제가 없었습니다. 

 

2. 대한항공 임원들은 항공기 탑승 시 기내 서비스와 안전에 대한 점검

의 의무가 있습니다. 

 

▲ 사무장을 하기시킨 이유는 최고 서비스와 안전을 추구해야 할 사무장

이 담당 부사장의 지적에도 불구하고 규정과 절차를 무시했다는 점, 매

뉴얼조차 제대로 사용하지 못하고 변명과 거짓으로 적당히 둘러댔다는 

점을 들어 조 부사장이 사무장의 자질을 문제 삼았고, 기장이 하기 조치

한 것입니다. 

 

▲ 대한항공 전 임원들은 항공기 탑승 시 기내 서비스와 안전에 대한 점

검 의무가 있습니다. 

 

▲ 조현아 부사장은 기내 서비스와 기내식을 책임지고 있는 임원으로서 

문제 제기 및 지적은 당연한 일입니다. 

 

3. 철저한 교육을 통해 서비스 질을 높이겠습니다. 

 

▲대한항공은 이번 일을 계기로 승무원 교육을 더욱 강화해 대 고객 서

비스 및 안전제고에 만전을 기하겠습니다.  

(chosun.com 記事より) 
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위기관리과정의 분석에 의한 한일기업의 기업지배구조 비교 

- 도시바 클레이머 사건과 대한항공 땅콩회항 사건을 통해서 - 

 

 유상희 

서울대학교 국제대학원 

국제지역학 전공 

    

1999년에 일본 사회를 떠들썩하게 한 도시바의 클레이머사건과, 

2014년에 한국의 국민을 분노케 한 대한항공의 땅콩회항사건은 각각 

일본과 한국을 대표하는 기업이 위기관리 과정에서 의사결정을 잘못함

으로 인하여 사회적으로 큰 비판을 받았다. 도시바는 고객의 클레임 

대응 과정에서 발생한 종업원의 폭언이 인터넷상에서 공개됨에 따라 

한 소비자와의 관계성뿐만 아니라 기업과 사회하의 관계성 속에서 사

건을 해결해야 하게 되면서 사죄기자회견을 실시했다. 대한항공은 오

너 일가의 일원인 조현아부사장(당시)이 객실승무원이 땅콩을 제공하

는 방식이 마음에 들지 않아 해당 승무원과 사무장에게 그 자리에서 

화를 냈으며 결국에는 활주로를 향해 움직이던 비행기를 게이트로 돌

려 사무장을 내리게 한 사건이었는데, 사건 그 자체뿐만 아니라 사건

이 언론을 통해 세상에 알려진 이후에도 사건 해결을 위해 노력하기 

보다는 오너 일가를 지키기 위해 필사적인 기업의 대응 과정까지도 비

판의 대상이 됐다. 결국 사회의 여론에 떠밀려 조부사장은 항공기 안

전운항 저해협의와 위력에 의한 업무방해 혐의 등으로 징역 1년의 실

형판결을 선고 받았다.  

도시바와 대한항공은 모두 위기관리과정에서 실패하였으며 사회적인 

비판을 받는 등의 비슷한 상황을 경험했지만 각각의 기업이 실패를 왜 

범했는지를 기업 구조의 문제점에서 살펴본 결과 도시바와 대한항공의 

구조적인 문제점은 상반되는 것이었다. 도시바의 클레이머 사건에서 

볼 수 있는 구조적인 문제점은 현장의 판단을 중요시하며 그 것을 문

책하지 않는다는 점과 책임자가 존재하지 않는다는 점이었다. 한편, 대
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한항공의 땅콩회항사건에서 보이는 기업의 구조적 문제점은 오너일가

의 권력이 강력하다는 점과 그 오너들에게는 책임을 묻지 않는다는 점

이었다. 두 기업이 비슷한 위기관리과정을 경험한 배경은 근본적으로

는 다른 이유에 의한 것이었으며 이들 기업의 구조적인 문제점을 일반

화 해보면 도시바와 대한항공 고유의 특징이 아니라 각각 일본과 한국 

기업의 일반적인 기업지배구조라는 사실을 알 수 있다. 일본과 한국의 

기업지배구조를 각각 기업이 어느 이해관계자를 중요시하는가라는 점

에서 접근 하면 일본은 종업원중시형이며 한국은 오너일가중시혐이라

고 할 수 있다. 

이와 같은 배경임에도 불구하고 도시바와 대한항공이 위기관리과정

에서 같은 전개와 결과를 보인 이유로 본고에서는 제3의 이해관계자

인 사회의 존재를 지적한다. 도시바와 대한항공은 평상시 각각 종업원

중시, 오너일가중시라는 기업 내부 이해관계자를 중시하는 기업지배구

조를 보유하고 있지만, 불상사나 위기라는 유사시에서는, 즉 본고에서 

분석한 두 가지 케이스와 같은 경우에는 제3의 이해관계자인 사회가 

대두하여 강력한 압력을 발휘했다. 그러나 그럼에도 불구하고 도시바

와 대한항공은 사회라는 이해관계자의 중요성을 간과했으며 평상시대

로 각각 종업원과 오너일가를 중시했기에 사회에서부터 비판적인 여론

이 형성되어 공개사회기자회견과 유죄판결이라는 최악의 결과를 맞이

하게 됐다. 이는 기업과 사회 간의 거리가 좁혀지면서 기업의 사회에

서의 역할에 대한 기대가 한층 높아지고 있다는 현실을 보여주고 있는

 것이라고 할 수 있다.  

 

키워드 : 기업지배구조, 위기관리, 이해관계자, 한일기업비교  

학번 : 2014-24235 
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