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ＬＧの持株会社制導入と系列分離
̶

Ｋと並んで代表的な財閥の一つであるＬＧ

くされている︒以下では︑三星︑現代︑Ｓ

た財閥も大規模なグループ再編成を余儀な

後には上位財閥の破綻が相次ぎ︑生き残っ

重を占めるに至った︒しかし︑通貨危機前

急速に成長し︑経済全体のなかで大きな比

ェボル︶と呼ばれるファミリービジネスが

韓国では経済発展の過程で﹁財閥﹂
︵チ

器のプラスチック製の蓋を製造するために

長していった︒一九五二年にはクリーム容

と許一家の共同所有・経営体制のもとで成

に設立した︒以来︑ＬＧグループは具一家

工業社︵現在のＬＧ化学の前身︶をソウル

もに化粧品のクリームを製造する樂喜化学

哲會の長女渭淑︹ウィスク︺と結婚︶とと

ウルス︶の親族である許準九︵ホジュング︑

会を処分し︑具哲會︑それに妻許乙壽︵ホ

角化の試みもおこなった︒

建設業へ進出するなど︑まったく新たな多

応して証券業へ︑海外建設ブームに乗って

門への進出とともに︑証券市場育成策に呼

続したが︑電線から銅精錬へという川上部

テレビのトップメーカーとして高成長を持

一九七○年代には金星社がラジオに続いて

引き継ぐことになった︵以下︑図１参照︶
︒

プは長男である具滋 ︵グジャギョン︶が

一九六九年に具仁會が亡くなり︑グルー

韓国／通貨危機後のグループ再編

グループを例に︑その成長過程︑及び通貨

東洋電機化学工業社を設立︑ここからプラ
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危機後の財閥の再編成の実態とその要因を

一九九一年にはラッキー石油化学のエチ
スチック成型機を利用して歯ブラシ︑次は

同で織物卸売と運送業を営む具仁會商会を

を受けて︑弟の具哲會︵グチョルヘ︶と共

た︒一九三一年に具仁會は父親からの援助

再書︵グジェソ︶は中農で儒学者でもあっ

六人兄弟の長男として生まれた︒父親の具

インヘ︶は一九○七年に慶尚南道晋陽郡で

ＬＧグループの創業者である具仁會︵グ

Ｇカルテックス精油︶をそれぞれ設立する

米カルテックス社と合弁で湖南精油︵現Ｌ

ーブル︵ＬＧ電線の前身︶
︑一九六七年に

政策に呼応する形で︑一九六二年に韓国ケ

急成長を遂げた︒さらに︑政府の経済開発

び輸出ドライブ政策の波に乗って金星社は

した︒一九六○年代のラジオ普及運動︑及

一九五九年には国内初のラジオ生産を開始

金星社︵現在のＬＧ電子︶を設立した︒翌

一九五八年には電子電気機器を製造する

していった︒一九九五年には具滋 が経営

体通信など情報通信部門にも積極的に展開

トカードや先物など金融部門︑さらに移動

にかけては百貨店など流通部門︑クレジッ

さらに一九八○年代後半から一九九○年代

ＤＲＡＭの輸出を中心に大きく成長した︒

一九九○年代に積極的な投資をおこなって

金星エレクトロン︵後のＬＧ半導体︶は︑

ループ内の半導体部門を統合して設立した

一貫生産体制を確立した︒一九八九年にグ

精製からプラスチック製造まで化学製品の

レンプラントが完成し︑念願であった石油

設立した︒その後順調に事業を伸ばし︑一

など︑既存の化学・電子電気事業を軸に事

歯磨き粉へと事業を展開していった︒

九四○年には株式会社に転換した︒

の一線を退いて長男の具本茂︵グボンム︶

解放後の一九四七年︑具仁會は具仁會商

業を多角化していった︒

●化学・電子から広範囲な多角化
へ

考える︒

特
集
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図１

LG グループ創業者具仁會一族
（二代会長・長男）

（創業者・長男）
Gu In-Hoe（具仁會）
（故人）
Heo Eul-Su（許乙壽）
（故人）

Gu Bon-Mu（具本茂）
（グループ会長）

Gu Ja-Gyeong（具滋 ）
（グループ名誉会長）

喜星グループ
（次男）
Gu Ja-Seung（具滋升）
（故人）

（三男）

Kim Hwa-Jung（金和中）
（故人）

Gu Hye-Won
（プルン相互貯蓄銀行会長）

LSグループとして2003年分離

（出所）ソウル経済新聞社『財閥と家閥』1991 年、その他各種報道より作成。
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パンエナジーとの合弁事業となった︒ＬＧ

Gu Ja-Yong（具滋容）
（E1社長）

理がグループに重くのしかかっていた︒政

Gu Du-Hoe（具斗會）
（LGグループ顧問）

がグループ会長に就任し︑韓国の財閥では

（六男）

Gu Ja-Yeol（具滋烈）
（LS電線副会長）

た上でフィリップスの五○％出資を受け入

Gu Pyeong-Hoe（具平會）
（E1名誉会長）

電子の液晶パネル事業は︑別会社に移管し

（五男）

府は上位財閥に対しては自助努力で債務を

Gu Ja-Cheol
（セイルI&C代表理事？）

削減することを求めたため︑ＬＧグループ

Gu Ja-Myeong（具滋明）
（LS−Nikko銅製錬副会長）

た︒

Gu Ja-Yeop（具滋 ）
（カオン電線副会長）

最も早く第三世代への経営の継承を果たし

Gu Ja-Hong（具滋洪）
（LS電線会長）

●持株会社制の導入

Gu Tae-Hoe（具泰會）
（LS電線名誉会長）

債務調整を一段落させた後︑ＬＧグルー

（四男）

れた︒以上のような外資との連携の組み替

Gu Ja-Min
（韓国SMT副社長）

が債務処理の資金捻出方法としてまず活用

Gu Ja-Seop
（韓国SMT代表理事）

え︑さらには政府の事業集約化政策︵財閥

Gu Jeong-Hoe（具貞會）
（故人）

2005年韓国SMT系列分離
Gu Hyeong-U（具亨佑）
（元プミン相互貯蓄銀行会長）

したのが︑外資との合弁事業の持株売却で

（三男）

●通貨危機直後の債務調整

Gu Ja-Jun（具滋俊）
（LG火災代表理事社長）

間での﹁大規模事業交換﹂
︶に沿うかたち

Gu Ja-Hun（具滋薫）
（LG火災会長）

あった︒オーウェンスコーニングとのガラ

1999年LG火災系列分離
Gu Ja-Won（具滋元）
（LG火災会長（未登記））

一九九七年の通貨危機を契機に︑ＬＧグ

Heo Jun-Gu （許準九）
（故人・元LG建設名誉会長）

で半導体︵ＤＲＡＭ︶事業を現代グループ

Gu Ui-Suk（具渭淑）

ス繊維事業︑アライドシグナルとのエンプ

Gu Cheol-Hoe（具哲會）
（故人）

ループも他の企業グループ同様︑大幅な債

（次男）

に売却することを通じて︑ＬＧグループは

Gu Bon-Cheon
（LGベンチャー投資常務）

ラ事業などの合弁会社のＬＧ側持ち株が合

Gu Bon-Sun
（LG商事執行委員）

務調整を余儀なくされた︒通貨危機時点で

（LG商事系列分離可能性?）
Gu Bon-Geol（具本杰）
（LG商事理事）

財務構造を建て直すことに成功した︒

Gu Bon-Sik（具本式）
（元喜星電線常務理事）

弁パートナーに売却された︒

（六男）
Gu Ja-Geuk（具滋克）
（元LG商事米州法人会長）

のグループ全体での負債比率は五○○％に

Gu Ja-Il（具滋日）

さらに︑既存事業を新たに外資との合弁

Choe Byeong-Min（崔炳敏）
（大韓パルプ代表理事）

達していたが︑政府は一九九九年末までに

（五男）

事業とすることによって資本強化を図った︒

Gu Mi-Jeong（具美貞）

2000年LGベンチャー投資系列分離

例えばＬＧ金属の銅精錬事業は新たにジャ

Gu Bon-Jun（具本俊）
（LG-PhilipsLCD代表理事社長）
（四男）
Gu Ja-Du（具滋斗）
（LGベンチャー投資会長）

二○○％まで引き下げることを求めた︒さ

Gu Bon-Reung（具本綾）
（喜星グループ会長）

らに︑ノンバンクであるＬＧ総合金融の処

Gu Ja-Hak（具滋學）
（アワーホーム会長）
2000年アワーホーム系列分離

Gu Hwon-Mi（具萱美）

プはグループ全体の再編成に乗り出した︒
達をおこなうためにも︑投資家から信任を

金を投入した︒資本市場から一層の資金調

ット事業会社デイコムの買収にも多額の資

界に直面したことにあるとみられる︒韓国

成員が一体となって経営を続けることが限

た最大の原因は︑何世代にもわたる家族構

財閥の世代間継承は︑子弟間で分割相続さ

あった︒韓国では独占禁止法によって︑純

得られるような透明度の高い所有構造への

れることが一般的であるが︑ＬＧグループ

その最大のポイントは持株会社制の導入で
粋持株会社の設立が事実上禁止されていた︒
改革が求められていたのである︒

は例外的に世代を超えて多くの家族構成員

しかし︑日本において持株会社設立が解禁
されたこともあり︑また企業の構造調整の

ばらばらに出資されていた創業者家族の持

に置いた︒さらに︑これまで各系列企業に

ほとんどの系列企業をこの持株会社の傘下

社を統合して︵株︶ＬＧを設立すると共に︑

事業会社に分割した︒その後に持株会社二

ＬＧ化学とＬＧ電子をそれぞれ持株会社と

体的には︑まずグループの中核企業である

中心としたグループの再編に着手した︒具

れを受けてＬＧグループは純粋持株会社を

限付きながら認められることになった︒こ

め︑一九九九年に純粋持株会社の設置が制

ョンヘ︶
︑具斗會︵グドゥヘ︶一家が揃って︑

會の弟の具泰會︵グテヘ︶
︑具平會︵グピ

立した︒さらに二○○三年には同じく具仁

ゥ︶がＬＧベンチャー投資を引き受け︑独

アワーホーム︑同四男の具滋斗︵グジャド

には具仁會の三男具滋學︵グジャハク︶が

族がＬＧ火災の分与を受けた︒二○○○年

である具仁會の弟である故具哲會直系の家

規模に進行した︒まず一九九九年に創業者

に系列企業を分与する形での系列分離が大

入にとどまらなかった︒創業者家族の一部

ＬＧグループの再編は持株会社制度の導

ることになった︒

たことにより︑分離への気運が一気に強ま

つけていた許準九が二○○二年になくなっ

許家との関係も︑具・許両家を人的に結び

えられる︒また共同経営をおこなってきた

経営していくことに困難も生じてきたと考

家族としての一体感は希薄となり︑共同で

りも広い韓国とはいえ︑これだけ離れると

るケースも生じていた︒家族概念が日本よ

いる具家の親族同士が四親等︑五親等離れ

っており︑場合によっては経営に参加して

かし︑グループ会長はすでに第三世代に入

することにより一体性を維持してきた︒し

が少しずつ株式を保有し︑かつ経営に参与

株を︵株︶ＬＧに集中させた︒

ＬＧ電線︑イーワン︵旧ＬＧカルテックス

●ファミリー内でのグループ分割

ＬＧグループが持株会社の設立を急いだ

たにＬＳグループを創設した︒

ガス︶
︑極東都市ガス︑ＬＧ産電等から新

円滑化及び企業統治構造の透明化を図るた

背景には︑それまでの極めて複雑な所有構

は債務調整の後もＬＧ総合金融を吸収した

低迷の一因ともなっていた︒ＬＧグループ

網の目のように錯綜した所有関係は︑株価

ようになっていたが︑ＬＧの系列企業間の

国企業に対して経営の透明性向上を求める

られる︒通貨危機を経て内外の投資家は韓

通等を置き︑これにＬＧ建設を含め独立し

ス精油︑ＬＧホームショッピング︑ＬＧ流

スを新設した︒その傘下にＬＧカルテック

家一族のみが保有するＧＳホールディング

は持株会社である︵株︶ＬＧを分割して許

の間で分離作業がおこなわれた︒具体的に

二○○四年になると︑ついに具家と許家

おける多角化の要因としては︑①金融市場

いうメリットがあるが︑特に開発途上国に

般に多角化には規模の経済・範囲の経済と

限界に直面したと捉えることもできる︒一

多角化したグループ経営が︑通貨危機後に

みで生じたわけではなく︑広範囲の事業に

ただし︑グループの分割は家族の事情の

●多角化経営の限界

造が投資家の不信を招いていたことがあげ

ＬＧ投資証券の構造調整に多額の資金を必

など要素市場や製品市場の未発達︑②他産

業での実績をもとに新規参入を認めた政府

てＧＳグループを新設したのである︒
以上のようにＬＧグループが分割に至っ

要としていた︒さらにＬＧテレコムの携帯
電話通信網拡大や︑国際電話・インターネ
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図２

LG グループの所有構造
11.3
65.80

30.3

30.00

LG C&S

LG生命科学

LG化学

40.00

36.00

具本茂他具一族

51.60
LG

34.03

LG生活健康

44.57

69.80
36.06

LGマイクロン

LG-Philips LCD

LGイノテック

LG電子

100

100
29.97

LG石油化学

LG-IBM PC

ハイプラザ

デイコム

19.73
LG商事

37.37

50.58

LGテレコム

50.00

LGカルテックス
精油

30.00

GSホーム
ショッピング

100

LGパワー

GSグループとして
分離

GSホールディングス
31.97
65.75

GSリテイル
（旧LG流通）

1.75
許昌秀他許一族

30.06

GS建設

55.01
14.99

33.42
具泰會他創業者
弟四・五・六男家族

45.33

38.74

LS電線

E1
（旧LGカルテックスガス）

50.00

46.00

LGエナジー

LS-Nikko銅製錬

LS産電

極東都市ガス

（出所）各社事業報告書より作成。
（注）2004 年 12 月末現在。普通株のみ。社名が斜体字の会社は非公開。この他に GS 建設は LGC&S 株を 6.57％保有。
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LSグループとして
分離

の産業政策︑③コア事業を持たないがゆえ
考えることができる︒

非主力事業は大胆に分離する決断をしたと

としてエネルギー︑建設︑流通︑金属等の

してＣＰ買い取り等を通じて資金を供与し

ないグループ系列企業も︑ＬＧカードに対

電子やＬＧ石油化学など︑直接出資関係の

プ拡大を抑制する政策を強化している︒ま

グループ内債務保証を禁止するなどグルー

狭まっている︒むしろ政府は通貨危機以降︑

政府が積極的な産業政策をおこなう余地は

ている︒②については︑ＷＴＯ体制の下で

では要素市場・製品市場は成熟段階に入っ

消失しつつあるといってよい︒すでに韓国

中するかたちで現在に至っている︒

退し︑化学︑電子︑情報通信の三事業に集

れた︒ＬＧグループは金融部門から完全撤

投資証券も︑処理資金捻出のために売却さ

連会社の親会社的役割を果たしてきたＬＧ

その処理の過程で︑ＬＧグループ内金融関

悪化し︑事実上︑銀行の管理下に入った︒

延滞問題の深刻化からＬＧカードの経営が

結局︑二○○三年にはクレジットカード

ープ会長である具本茂は持株会社である

にある家族の人数は大きく減少した︒グル

を受けてグループから離れた結果︑役員職

ると︑多くの家族構成員が系列企業の分与

創業者家族の経営への参与の度合いをみ

である︒

ループ自身もこれを否定できないのが現状

経営がおこなわれていると認識し︑ＬＧグ

た︒金融機関は護送船団式のグループ一体

上記の条件のうち︑①は現在の韓国では

のリスク回避的行動︑などが考えられる︒

た③についても︑経済のグローバル化が急

︵株︶ＬＧの代表理事︵取締役︶会長に就

速に進展するなかで︑韓国企業は海外企業
と激しい競争をおこなわなければならなく

金融をグループの戦略事業としつつも︑大

階では化学︑電子・情報機器︑情報通信︑

ＬＧグループの場合︑通貨危機直後の段

方向に進んでいると言ってよいであろう︒

としての規模を縮小し︑事業を集中させる

るといえる︒総じて韓国の財閥はグループ

りも戦略業種への集中が不可欠になってい

社制度の導入を契機に系列企業の経営を専

進する方向にある︒ＬＧグループも持株会

として韓国の公正取引委員会は積極的に推

性が向上し︑ひいては財閥解体につながる

の導入によって傘下事業会社の経営の独立

は図２のようになっている︒純粋持株会社

理の結果︑現在のＬＧグループの所有構造

純粋持株会社制への移行と系列企業の整

もできる︒しかし︑その一方で会長の具本

委ねる体制が完成されつつあるとみること

系列企業は専門経営者による自律的経営に

家族は持株会社のみにコミットし︑傘下の

︵グボンジュン︶のみである︒組織上では

表理事副会長で具本茂の弟である具本俊

事を除くと︑ＬＧフィリップスＬＣＤの代

るのは︑
︵株︶ＬＧの傘下にはないＬＧ商

創業者家族から系列企業の役員となってい

くのみで系列企業の役員にはなっていない︒

幅な事業再編には消極的であった︒しかし︑

門経営者に委ねて自律性を向上させ︑創業

茂は﹁現場経営﹂を自らの経営哲学として︑

●家族支配の現在

その後金融部門・情報通信部門では莫大な

者家族は持株会社からグループの長期的経

なっている︒生き残りのためには多角化よ

資金が必要となった︒他方︑グループの従

ＬＧ電子︑ＬＧ化学等の国内外の工場・研

の経営現場に強い関心を寄せている︒系列

営計画の策定とそのための資源配分等に専
しかし︑二○○三年のＬＧカードの経営

企業の経営に対するオーナーの関与につい

来の中核事業である電子・情報機器分野は
る日系企業やサムスン電子をはじめ︑台湾

危機の際に︑債権者である金融機関は︑直

ては︑より慎重な検討が必要と思われる︒

究所等を積極的に訪問するなど各系列企業
企業や中国企業などを含め︑東アジアを中

接的な出資者である具家及びＬＧ投資証券

︵あべ まこと／アジア経済研究所新領

念する旨を明らかにした︒

心にグローバルな競争が激しさを増してお

ばかりでなくグループ全体での支援を要請

高収益をあげているものの︑ライバルであ

り︑他部門に十分に経営資源を回すことは

した︒ＬＧグループはこれに応じて︑ＬＧ

域研究センター︶

できなくなっていた︒そのため︑グループ
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