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石屋製菓のクライシス・
マネジメント考
―地域貢献型レピュテーションを信頼回復に生かす―

内田純一

Crises Management of ISHIYA:
Corporate Action to Recover the Lost Confidence by
Reputation Obtained from Regional Contribution

UCHIDA Junichi

This paper analyzes the course of the camouflage event of the
falsified expiration date by the ISHIYA company limited, and approach-
es an effective ideal way of crises management.  The first point that
requires clarification is that there is a difference between manage-
ment before the scandal and management after the scandal.  In this
paper, the latter is defined as crises management.  The second point
that requires clarification is that whether the ISHIYA's crises manage-
ment was really excellent.  As a result of our case study, we obtained
a suggestion of the interrelation of corporate philanthropy and crises
management.  In conclusion, we should note that it is possible to
recover the lost confidence in the scandal by corporate reputation
obtained from regional contribution.

abstract

内
田
純
一

U
C

H
ID

A
Ju

n
ich

i

The Journal of International Media, Communication, and Tourism Studies No.7｜045



≥1 財団法人日本漢字能力検定協会

が毎年年末に「今年の漢字」を

発表しているが、2007年の文字
は、『偽（いつわり）』であった。

この年の不祥事は、白い恋人以

前のミートホープ事件（2007年
6月20日以降に相次いで食肉偽
装が発覚）も含めて、食の安

全・安心への信頼が大いに揺ら

ぐ事件群として人々に強く記憶

されることになったのである。

≥2 2007年10月28日に、高級料亭
の名門であった船場吉兆が運営

する福岡市の「吉兆天神フード

パーク」で販売されていたプリ

ンやゼリーなどの消費期限切れ

の売れ残り商品が、ラベルを貼

り替えることで連日店頭に並べ

直されていたことが発覚する。
11月1日には吉兆天神フードパ
ークで売れ残った「栗のふくま

せ煮」などの惣菜について、そ

の賞味期限切れ商品を今度は吉

兆天神店に横流ししていたこと

も発覚し、その後も産地偽装、

酒税法違反など続々と問題が明

るみに出た。結果的に船場吉兆

は2008年1月に会社更生法の適
用を申請することになった。

≥3 2007年10月12日に、三重県の
名菓『赤福餅』でも表示不正の

疑い（JAS法違反）があるとし
て農林水産省東海農政局と県伊

勢保健所が立ち入り検査を行っ

ていたことが判明し、各紙に報

道された。同社の不祥事の内容

は、あまった赤福餅を餡とあん

こに分離し（これを同社内で

「むき餅」や「むきアン」と呼

んでいたという）、むきアンの

ほうは再利用あるいは関連会社

に売りさばき、むき餅のほうは

冷凍保存後に再度原料として使

用していたというものである。

そして、むき餅の解凍した時点

を製造年月日として包装を再び

施す行為を日常的に行ってお

り、これが偽装行為にあたると

された。同社はこの解凍後の再

包装を「まき直し」と称してい

0｜はじめに
2007年の8月、北海道土産菓子の大定番であった名菓『白い恋人』の石

屋製菓が、賞味期限を改ざんしていた問題が発覚した。2006年の不二家事

件によって、由緒ある食のブランドが崩壊した翌年、北海道では苫小牧の

ミートホープ事件で、食の安心・安全神話が再び揺れていた。その余波も

さめやらぬうちに、今度は北海道を代表するブランドが地に落ちようとし

ていたのである。北海道関連では、2000年に近畿で起こった雪印集団食中

毒事件の原因が、道東の大樹町にあった同社の大樹工場で生産された脱脂

粉乳にあることが発覚し、牛乳のトップブランドであった雪印牛乳が実質

的に市場から姿を消したことも記憶に新しい。製造業の基盤がない北海道

は、一次産品の供給基地であると同時に、加工食品分野に代表される二次

産品を経済の柱としている。よって、食分野での信用失墜は、北海道ブラ

ンド全体のイメージダウンにつながるため、今回の事件の傷は大きい1。

石屋製菓の事件後には、船場吉兆事件2や赤福事件3など食への不信感を

さらに高める事件が相次いだ。事件の直後、北海道ブランドが再び地に落

ちる悪夢は、いまそこにある現実の危機になりかけていた。しかし、石屋

製菓は事件を真摯に受け止め、「コンプライアンス（法令順守）確立外部委

員会」を設置し、原因の追及と再発の防止策を慎重に検討した後、11月に

は生産工場を稼働させ、道内の土産品店や百貨店など、主市場への出荷も

再開した。そして、出荷再開後は連日各店にて売り切れが続出するほどの

人気で迎えられることとなったのである。

確かに、石屋製菓が賞味期限の改ざんを行ったことは大問題である。そ

うした不正を許した管理体制や企業風土にも問題はあっただろう。しかし、

事件後に速やかに整備された社内コンプライアンス体制と、それらの進捗

をメディアによって迅速に発信し続けたことが、市場向け・消費者向けの

正方向のコミュニケーションとして現れ、変化をアピールすることに成功

していた。市場回帰の早さを見ても同社の事件後対応は模範的と言ってよ

い。

とはいえ、こうしたクライシス・マネジメントにおける模範的な対応だ

けで、石屋製菓の業績が回復したとみなしてよいのであろうか。そこに他

の要因はないのであろうか。本稿では、石屋製菓のこれまでの企業発展史

を考察し、同社が地域貢献によってコーポレート・レピュテーション 4を

築いてきた事実に注目する。その上で、事件前から事件後に至るまでの事

件経過を分析し、早期の業績回復を支えたレピュテーション資源の存在を

考察していく。

結論として、企業不祥事から早期に復活するための要件として、事後の

迅速な体制整備や積極的なコミュニケーション対応とともに、事件前から

築きあげてきたコーポレート・レピュテーションによる影響があることに
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ついて言及した。とりわけ地域貢献型レピュテーションの蓄積には企業の

復活を地域社会が後押しする効果を持つ点に着目し、他の研究にはあまり

見られない示唆を得ることとなった。

本稿は、不祥事発生防止というリスクのマネジメントと、不祥事発覚後

対応という「クライシス」のマネジメントを分けて考え、特に後者につい

て、その企業対応のあり方を整理するものである。リスク論は基本的にリ

スクを発生させないことに重点が置かれており、クライシス・マネジメン

トについての研究は多いとは言えない。石屋製菓を事例にして、企業のク

ライシス対応のあり方を問う本稿のような論考の存在価値はそこにある。

第1章｜石屋製菓事件の概要
2007年8月14日は、北海道民にとって信じられないようなニュースが全

国を駆けめぐった日となった。北海道土産として長年親しまれてきた白い

恋人が、賞味期限を改ざんしているというのである。石屋製菓は同日夜に

記者会見を開いて事実関係を認め、全商品を回収すると発表した。同社は、

これに先立つ11日に、別のアイスクリーム商品について、食品衛生法の基

準値に適合しないとの理由から全品回収するという記者発表を行っていた。

12日には主要紙に謝罪広告を載せ、WEBサイトにもこの広告の画像ファ

イル（資料1）を掲載していた。ところが14日夜になって白い恋人の賞味

期限改ざんに関するニュースが全国的に報じられると、自社ホームページ

から従来のコンテンツを撤去し、トップページに上記の画像ファイルのみ

を残した。当然ながら、WEB通販業務のページも消えた。

16日になってからは、アイスクリーム商品に基準値を上回る大腸菌が検

出されていた 5こと、さらにバームクーヘン商品では黄色ブドウ球菌が検

た。10月18日に赤福側は、緊
急会見においてこれらの偽装行

為を認めた。同社は、改善報告

書を提出し、新人事などを発表

するものの、製造再開は2月ま
で見送られることになった。ま

た、偽装発覚まで赤福餅の販売

店は328店舗あったが、製造再
開しても当面は本店と直営店の

計21店舗のみで販売する予定で
あることが新聞社各紙に報じら

れた。

≥4 コーポレート・レピュテーショ

ンについては、本ジャーナルの
6号に収録された北見（2008）
論文やFombrun & Riel（2004）を
参照のこと。

≥5 自主検査によって大腸菌群の検

出があったアイスクリームの工

程では、機械の不備で原材料の

殺菌温度にムラが生じ、加熱条

件が満たせる状態になかった。

また、調理器具を洗浄する際に、

塩素剤の希釈濃度が目分量で量

られているなど、ずさんな衛生

管理の実態も判明していた。し

かも、問題発覚後に、保健所へ

の報告を一カ月以上も後回しに

していた。
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出所：（http://www.shiroikoibito.ishiya.co.jp）2007．8．14アクセス

■資料1：石屋製菓のWEBサイトに8／12に速報として貼られた画像ファイル



≥6 黄色ブドウ球菌が確認されたバ

ウムクーヘンは、製造ラインが

工場一階、袋詰めの作業場は二

階に分かれており、製品を二階

に運ぶ際に、菌が付着したり、

繁殖したりしやすい状態であ

り、製造過程に構造的問題があ

った。

出されていた 6ことなどが次々に発表され、WEBサイトのトップページに

もそれらの情報が載せられた（資料2）。ここに至り、消費者は石屋製菓の

隠蔽体質の全貌をようやく理解することになる。

石屋製菓は、白い恋人のヒットで業績を伸ばし、実質的に無借金経営で

あった。売上高92億円（2007年4月期）に対し、30億円弱の現預金を保

有する超優良企業であったにもかかわらず、不祥事を引き起こしてしまっ

たことは非常に残念なことであった。

第2章｜本稿の問題意識
石屋製菓の事件は、大量の食中毒患者を出した2000年の雪印乳業事件

に比べると、実際の被害報告がなかった点で、悪質性は低いと思われがち

である。しかし、北海道を代表する土産を製造する企業として、北海道の
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出所：（http://www.shiroikoibito.ishiya.co.jp）2007．8．16アクセス

■資料2：石屋製菓のWEBサイトに8／16に続報として貼られた画像ファイル



顔というべき位置づけにあり、観光客への影響や地域住民の感情に与える

影響を考慮すると、決して小さな事件ではなかった。事件による北海道ブ

ランド全体の価値の低下も心配された。

しかし、廃業に追い込まれることすら珍しくない食に関わる偽装事件の

なかで、石屋製菓は素早く社内と社外に適切な処置を施し、市場への回帰

を早期に果たした。その背景には何があったのであろうか。

従来の食品に関わる偽装事件や食中毒事件に関して、メディアは事件を

発生させた原因に関心を持つことが多い。例えば、雪印事件に関しては、

北海道新聞取材班（2002）や、産経新聞取材班（2001）による詳細なレ

ポートがあり、丹念な取材をもとにリスクを発生させた原因を究明しよう

としている。また、こうした事件に焦点を当てたアカデミックな研究も、

原因分析に研究上の関心を置いている。このことは、通常のリスク論が事

件を発生させないための研究であることにも関係があるだろう。研究論文

としては、谷口・小山（2007）のように、雪印乳業集団食中毒事件を発生

させた大樹工場の製造・出荷のプロセスを分析しながら、従来指摘されて

きた解釈の誤認を正し、リスクを発生させた後づけの原因分析にではなく、

安全に対する「神話化された手続き」に問題の所在を求め、新しい解釈の

必要性を指摘するような興味深い研究もある。ただし、ここでの研究上の

関心は、やはり事件発生前までにあり、事件発生後の対応という本稿の関

心とは距離がある。

なお、雪印事件後のWEB対応や、事件後の組織革新についてのヒアリ

ング調査をまとめた伊藤（2002）のようなケース分析資料も提出されてい

るが、成功事例ではないため、いかにして事件のダメージから早く立ち直

るかという本稿の問題意識を解決するにはつながらない。

石屋製菓の事件で注目されるべきは、その対応の的確さとともに、市場

への回復の早さが際だっていたという点である。雪印事件に見るように、

食に関わる不祥事は企業に対して決定的なダメージを与える。企業への信

頼感が著しく失墜するために、取引先を失うなどの社会的制裁があること

も珍しくない。石屋製菓の場合、当初は信頼感こそ失ったものの、特に地

域において社会的制裁と言えるような現象は見られず、順調な市場復活を

実現していた。このことは、事後の対応の巧拙の問題だけではなく、市場

回復を支えるような因子が存在することを暗示してはいないだろうか。こ

のような因子の存在について、石屋製菓の場合にまず思いあたるのが、同

社の北海道における地域貢献の活発さであった。つまり、地域貢献という

レピュテーションが同社の復活を支えたのではないかという仮説が考えら

れるのである。

櫻井（2005）は、コーポレート・レピュテーションについて、「企業にキ

ャッシュフローをもたらす」ものであり、「無形資産」であるとしている7。

一方、企業不祥事の発生は、企業への信頼を失墜させ、財務的にもダメー

ジを与えるという点で、レピュテーションとは正反対の議論である。その

ため、櫻井（2008）では、松下電器産業におけるFF式温風器事故8の事例

をもとに、同社の活発なCSR活動に代表されるようなコーポレート・レピ

≥7 櫻井によれば、コーポレート・

レピュテーションは測定可能性

が乏しいために貸借対照表上に

オンバランスされるべき資産で

はないが、企業にキャッシュフ

ローをもたらす資産であるとい

う（櫻井、2005、p.48）。

≥8 松下電器産業が 1985年から
1992年までに製造したFF式石油
温風器が、一酸化炭素中毒を巻

き起こすとして、自主回収に乗

り出した問題。2005年1月から
事故が発生し、死亡者と入院者

を出した。
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ュテーションの蓄積が、事件後の同社の売上げを落とさなかった理由とな

っていることについても言及している。しかし、売上げを落とさず、財務

的なダメージを受けていないということは、事件とレピュテーションとの

因果関係が見えにくいということでもある。この点で石屋製菓の場合は、

レピュテーション資源のほとんどが地域貢献によって得られたものである

ため、事件の前後における地域との関係性の変化を見ることで、事件とレ

ピュテーションの因果関係を明示的にできる可能性がある。

さらに言えば、近年の現実の企業不祥事のなかで、石屋製菓の事件は、

最も優れた復活劇を見せてくれた貴重な事例であり、石屋製菓の復活の理

由を探ることは、リスク・マネジメント関連の研究において言及されるこ

との少ない「不祥事からの回復」というテーマに対しても、何らかのヒン

トを与えることにつながるはずである。

第3章｜クライシス・マネジメントの定義と本稿の視角
リスク・マネジメント論が言う「リスク」とは、損失発生の可能性ある

いは事故発生の可能性である。よって、簡単に言ってしまえば、その可能

性を最小にすることがリスク・マネジメントの役目であるということにな

る。しかしながら、リスクは危険性要因であると同時に収益要因（ビジネ

スチャンスの源泉）でもある。闇雲にリスクを回避していては、企業の成

長が阻害されてしまう。つまり、リスク・マネジメントとは「企業成長と

危険除去のトレードオフ」の関係にもとづく、バランス経営のひとつであ

る。危険な仕事だからと言って、それを手がける企業が全く存在しなくな

ってしまえば、経済活動は停滞してしまう。リスク回避に関する十分な体

制を整えた企業が、顧客との間に適切な信頼関係を形成し、社会的に必要

とされるサービスを担っていくことが求められるのである。リスク・マネ

ジメントに関する先行研究は、主にこうした体制づくりと顧客とのコミュ

ニケーションに関するノウハウを提供してきたと言える。

しかし、仮に企業が万全な体制を整備し、事故の確率を限りなくゼロに

近い値まで低下させたとしても危機は起こりうる。したがって、リスクへ

の事前の対応に関する研究だけではなく、事後の対応を意識した研究も同

様に必要となってくると言える。それでは、ここで言う「事後」というの

は、リスクに対応する企業活動のなかで、時系列的にはどの段階を指して

いるのであろうか。

図1は企業とリスクとの関係を、ハザード・マネジメント、クライシ

ス・マネジメント、リスク・マネジメントといった、目的別に行われるマ

ネジメントが関わっている時間軸的な幅と、具体的な事件が危機（クライ

シス）として発生することで、企業活動がどのように影響を受けるのかを
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「企業活動レベル」というイメージでとらえたもので、リスク・マネジメン

ト論では一般的な全体概念図9として使われるものである。

なお、企業活動レベルとは、危機が起こる前までの普段と変わりない営

業が行われている段階を通常レベルとするものであり、事件や事故が起こ

ると営業停止や売り上げの低下といった形で、そのレベルが限界にまで落

ち込むことが多い。これが「許容限界」にまで下がった状態である。もし、

この許容限界を超えた場合は、営業続行が不可能に陥るとされている。

ハザード、クライシス、リスクという三つのマネジメントについて以下

で説明する。通常、危機（クライシス）が顕在化する前には、その危険を

知らせるシグナルがあるとされる。これが「ハザード」と呼ばれる現象で

ある。そして、ハザードを見逃さず、事件を発生させないためのマネジメ

ントが「ハザード・マネジメント」である。また、「リスク・マネジメン

ト」そのものは、企業が持続する上では、定常的に行われ続けている管理

項目であるとされている。しかし、いったん事件としての「クライシス」

が発生（クライシス・ポイント）すると、企業活動のレベルは下がり、場

合によっては許容限界に達する。企業活動レベルが下がっている間は、そ

れをリカバリすることが目下の最重要項目となるため、リスク・マネジメ

ントは定常的な流れを離れて、臨時の段階に入る。つまり、この段階では、

定常的なリスク・マネジメントを続けながら、企業活動レベルを回復させ

るマネジメントを行っていることになる。これを「クライシス・マネジメ

ント」と呼ぶ。

≥9 図1を作成するにあたっては、
安田［監修］大河内・指田・伊

藤（2007）、p.57を参考にした。
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■図1．リスク・マネジメントの全体とクライシス



≥10 野田（2000）などの実践的な企
業危機管理の啓蒙書では、リス

ク・イベント後の事後対応のこ

とを「リスク対応行動」として

事前の「リスク・アセスメント」

と区分し、リスク・イベントが

発生した後、すなわち事後にい

かに対応するかという事前の準

備を「リスクコントロール」と

して、その全体の管理をリス

ク・マネジメントと呼んでい

る。用語は本稿とは異なってい

るが、こうしたリスク段階の分

け方は、本稿とほぼ共通するも

のである。

クライシス・マネジメントがリスク・マネジメントと平行して行われる

ということは、実際の事件発生によってクライシス・マネジメントが必要

とされたとしても、次の危機を発生させないために、定常的なリスク・マ

ネジメントを休止するわけにはいかないということである。つまり、企業

はどんなときもクライシス・マネジメントだけに専念するわけにはいかな

い。

クライシス・マネジメントの介在する間は、リカバリ・プロセスという

従来にはなかった臨時業務が入るため、企業活動レベルは徐々にしか上げ

ることはできない。しかし、いったん「第一リカバリ目標」に達したら、

その後は通常のリスク・マネジメントの範疇に戻し、もとの状況である

「第二リカバリ目標」を目指していく必要がある。いつまでも臨戦状態が続

くようでは、社員も顧客も落ち着かない。無理をしてでも平常心で真摯な

経営を心がけていることを顧客に見せ付けなければならない。

ハザードが灯った時点で適切な処置を行えば、クライシス・ポイントの

ダメージを小さくしたり、場合によっては回避したりすることができる。

つまり、ハザードにいちはやく手を打てるような組織作りを日頃のリス

ク・マネジメントの一貫として行わなければならないし、ハザードを発見

し、迅速に対処できるような「ハザード・マネジメント」についても訓練

をしておくことが重要である。

以上のように、リスク・マネジメントとは本来、日常時も非常時も含め

た定常的なマネジメントであるのだが、「第一リカバリ目標」への復旧のタ

スクを担うのは、間違いなくクライシス・マネジメントの仕事である。よ

って、リスクを防止する事前の取り組みがリスク・マネジメントであり、

リスクが発生した事後の取り組みがクライシス・マネジメントであると位

置づけても差し支えはない10。

本稿は、事件発生直後から信頼回復に至るまでの、効果的なマネジメン

トのあり方を整理することを目的としている。そのため、上記のような細

分化した段階設定のなかから、特に事後の問題としてのクライシス・マネ

ジメントに注目し、具体的事例をもとに効果的なマネジメントの原則につ

いて整理していく。さらに本稿では、「第一リカバリ目標」への復活をクラ

イシス・マネジメントによって早期に成し遂げるためには、企業の保有す

るレピュテーション資源が何らかの影響を及ぼしているという仮説をもと

にした考察を行っていく。

このような目論見のもとで、第4章で見る同社の発展史のなかにレピュ

テーション醸成に関連する社会貢献や地域貢献についての記述を加え、第

5章で見るクライシス・マネジメントの事例分析を踏まえつつ、第6章にお

いてクライシス・マネジメントに与えたレピュテーションの影響という問

題を対応させていく論述構成をとっている。
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第4章｜石屋製菓の発展史
本章では、付表1を参照しながら、石屋製菓の創業から北海道土産を扱

う優良企業になるまでを記述し、地域社会に対して積極的に貢献する企業

に成長するまでの軌跡を追った。その狙いは、第5章で詳細に検討する賞

味期限偽装事件発覚後の企業対応と、従来から行ってきた地域貢献の歴史

を第6章で結びつけ、不祥事発覚後に比較的早いスピードで市場に回帰し

た理由を探ることである。以下では、石屋製菓の成長過程をみながら、地

域や社会との関係を見ていくことにする。

4.1 創業期から成長期まで11

1947年、石屋製菓の創業者である故石水幸安氏は、札幌において澱粉加

工の事業を立ち上げた。やがて澱粉加工事業だけでなく、駄菓子・生菓子

などの菓子製造業に事業を広げ、1957年には石屋製菓株式会社として法人

化した。このように、石屋製菓は駄菓子メーカーからはじまったのである。

しかし、1960年代になると、本州の駄菓子メーカーが北海道に進出しは

じめ、それら本州勢の攻勢が激しくなってくると、北海道の駄菓子業界は、

大量生産でコストが安い本州の駄菓子に太刀打ちできない状況におかれて

いく。そのうち、道内の駄菓子メーカーはどんどんと姿を消していくよう

になったのである。その例にもれず、この時期の石屋製菓の経営も苦しか

ったという。この当時、石屋製菓の社員は10人前後であった。

1960年代後半に、幸安氏の息子であった石水勲氏が入社した。入社して

まだ間もない頃に、彼は「シェルター」というクッキーをヒットさせてい

る。シェルターは小麦粉、卵、バターなどを原料に使用して開発したもの

で、クッキーを渦巻き状に焼き上げて、地下鉄の開通 12にあわせてシェル

ターという名前で売り出した。形状などを工夫したアイデア菓子のひとつ

であったと言える。この菓子は、2千円という高額で販売したにも関わら

ず、大変な好評を博したという。

勲氏はシェルターのような新しいタイプの菓子造りに次々と挑戦しよう

と決意していた。1972年に専務となった勲氏は、三越百貨店札幌店の自社

ブースでの接客販売などを通じて、高級菓子にニーズがありそうだという

予想を立てている。シェルターがヒットしていたこともあり、同社はコス

ト削減が求められる駄菓子よりも、高級さを売りにできる洋菓子へとシフ

トしていくことに勝算があるのではないかと考えるようになる。そんなな

かで生まれたのが「白い恋人」の商品コンセプトであった。

アイデア商品であったシェルター同様、白い恋人も「チョコレートをべ

とつかずにおしゃれに食べる方法はないか」という勲氏のアイデアから生

まれている。ラングドシャークッキーとホワイトチョコレートを合体させ、

手の温度がチョコレートに伝わらずにすむため、手を汚さずに食べること

≥11 創業期の石屋製菓については、

同社が発行するパンフレット

「白い恋人誕生物語」と、日本

経済新聞社［編］「北海道を動

かす！」（1996）、pp.172-173

（心を鬼にして守った「限定販

売」──石水勲［石屋製菓社長］）

を参考にし、筆者の過去のヒア

リング資料を用いて構成した。

≥12 1972年の札幌オリンピックに合
わせて札幌市営地下鉄は開業し

ている。当時の運行経路は北24

条から真駒内であり、現在の南

北線の一部区間である。
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ができるものである。

ネーミングについては、北国の菓子を連想させるものということで考え

をめぐらしていたものの、なかなかそれにぴったりと合うものがみつから

なかったという。ある日、幸安氏がスキーから帰宅した際に、外で雪が降

っていることを知らせ、「勲、見てみろ、白い恋人たちが降ってきたよ」と

いうようなことを語ったという逸話が社内に残っている。1972年に札幌冬

季オリンピックが開催されて間もない頃であり、フランス・グルノーブ

ル・オリンピック（1968年開催）の記録映画である『白い恋人たち』が日

本で公開されて大ヒットした記憶も新しかった。それらにヒントを得た勲

氏は、すぐに「白い恋人」と「白い恋人たち」の二つを商標登録した。そ

して、1976年の夏に白い恋人が売り出されると、たちまちのうちに大ヒッ

ト商品に急成長することとなる。

なお、白い恋人の大ヒットの契機となったのは、飛行機の機内食サービ

スに採用されたことである。白い恋人に自信を持っていた勲氏は、商品の

宣伝のため、全日空を訪問し、機内食に採用してくれるよう営業をかける。

二週間という期限付きながら、1977年10月に全日空の機内食に採用され

ると、問い合わせが殺到したという。しかし、人気が出ても北海道でしか

手に入らないことを強調し、札幌店にブースを置かせてもらうなど付き合

いのあった三越から本州での販売を誘われた際にも、それを断っている。

北海道限定販売という営業戦略が、白い恋人をやがて北海道名物として確

立させることになるのである。

1980年に勲氏は石屋製菓の社長に就任する。勲氏は慎重な経営方針を維

持し、白い恋人がヒットしはじめても無理な設備投資はしなかった。しか

し、商品開発で披瀝したアイデア豊富な一面は、広報活動にも発揮される。

例えば、1983年に白い恋人は刑事ドラマにも登場している。1979年から

石原プロモーションで制作し、テレビ朝日系列で放送されていた「西部警

察シリーズ」へ、石屋製菓は撮影協力をしたことがあるのである。

撮影協力をしたのは、「西部警察PartⅡ」の特別編である「燃える原野！

オロフレ大戦争Ⅰ」（1983．1．2放送）分である。ロケは1982年10月6日

から10月12日にわたって札幌・小樽を中心に行われた。この放送の中で

白い恋人は事件の謎を解く重要なアイテムとして使用されている。

西部警察というドラマは、派手なカーチェイスによる自動車の大破や爆

発シーンを多用する構成となっており、制作費の異常にかかる作品であっ

た。そのために、制作サイドのスポンサーの利用スタイルには変わった特

徴があった。スポンサー企業の一社であった日産自動車は、破壊される自

動車の提供や撮影場所の提供などを行ったほか、ときに販売会社の社長が

本人役でドラマ内に出演することもあった。また、地方ロケが多い作品で

あり、その際は撮影協力と称して、地域の企業の社屋や商品の登場、ある

いは社長自身が実名で出演を果たしている例が多かった。石屋製菓の場合

もこの流れに沿ったもので、白い恋人が番組内で登場するほか、勲氏が本

人役で登場し、渡哲也や峰竜太、三浦友和などとの共演を果たした。商品

の知名度を全国的にアップさせるとともに、地方ロケをバックアップした
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のである。

4.2 地域貢献の歴史
石屋製菓の地域貢献は大きくわけて三つある。一つ目が、本社工場内に

建設された「石屋製菓チョコレートファクトリー」、二つ目が、プロサッカ

ーJリーグチーム「コンサドーレ札幌」へのスポンサー活動、そして三つ

目が、勲氏本人による地元経済界での活躍である。以下で順を追って説明

する。

1992年春、石屋製菓は65億円を投じ、本社工場を完成させた。この工

場にチョコレート博物館を併設し、1995年から一般に公開した。石屋製菓

では、この工場隣接型博物館を「石屋製菓チョコレートファクトリー」と

名付けた。札幌は北海道観光の中心都市ではあるが、観光資源はそれほど

多くはない。石屋製菓チョコレートファクトリーは、格好の産業観光の目

玉の一つとなり、大型バスが収容可能な駐車場も備えたことによって、多

くの観光客を呼び寄せる施設となった。札幌の産業観光と言えば、サッポ

ロビール発祥の地であるビール工場（現在は工場としての操業は停止）に

隣接した「サッポロビール博物館」が定番であった。ここはジンギスカン

が楽しめるサッポロビール園もあり、夜の人気スポットになっていたが、

その他には雪印乳業の札幌工場（現在は、日本ミルクコミュニティ社の札

幌工場）内の「雪印乳業史料館」もあったが、石屋製菓チョコレートファ

クトリーはこれらの大人向けの観光施設とは違って、お菓子（チョコレー

ト）の城として子供向けに建設され、園内にはブリキコレクションなど、

おもちゃコーナーもあったことから家族連れの観光客に大いに人気を得た。

1996年にサッカーチームの運営会社である「株式会社北海道フットボー

ルクラブ（HFC）」が札幌に誕生した。神奈川県川崎市にあった東芝サッ

カー部は、この北海道フットボールクラブに統合され、北海道を本拠地と

し、チーム名称は「コンサドーレ札幌」となったのである。コンサドーレ

札幌は、1996年からJリーグに準加盟し、ジャパンフットボールリーグ

（通称JFL。現在のJFLとは異なる）で活動、1998年にはJリーグに昇格し

た。勲氏はHFCの取締役に名を連ね、石屋製菓は年間スポンサー料金とし

て約一億円を提供している。この額はコンサドーレのスポンサー企業とし

ては最も大きな額である。勲氏は自身が高校時代にボクシングをやってい

たこともあり、無類のスポーツ好きであった。HFC設立をめぐっては、既

にOBであった札幌青年会議所に現役で所属する若手経営者たちとともに、

プロサッカーチームの誘致に奔走し、準備会社の社長も務めていたほどで

あり、筆頭株主でもあった。2000年には石屋製菓チョコレートファクトリ

ーに隣接する土地を買収し、コンサドーレ札幌の専用練習場である「宮の

沢白い恋人サッカー場」を建設した。敷地内には「コンサドーレ札幌コレ

クションハウス」や「レストランおうるず」があり、サッカーファンの集

いの場となっている。石屋製菓は石屋製菓チョコレートファクトリーとこ

れらコンサドーレ関連施設を合わせ、「白い恋人パーク」と呼ぶようになっ

た。
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≥13 クライシス発生後に新社長とな

った島田氏は北洋銀行の出身で

ある。経営破たん後に銀行が乗

り込む場合とは異なり、石屋製

菓のような高収益体質の企業

は、評判さえ回復すれば、元の

優良企業へと難なく復活するは

ずだという銀行側の目論みもあ

ったであろう。

≥14 そのため、財界ステークホルダ

ーとの関係は概ね良好であっ

て、石屋製菓が例え「暴走」し

たとしても、たいした抑止力は

期待できない状態にあったとも

言えるかもしれない。

≥15 危機発生時のコミュニケーショ

ン対応については、野田（2000）
が参考になる。

≥16 ISOを始め、リスク・マネジメ
ントの標準的ガイドラインが数

多く紹介されている。詳しくは、

安田［監修］大河内・指田・伊

藤（2007）などを参照のこと。

直近の石屋製菓は、総資産210億円のうち七割を自己資本でまかなう超

優良企業に成長していた。そのため、北海道拓殖銀行時代から続く、メイ

ンバンク北洋銀行との関係は良好であった 13。また、圧倒的な納入先とい

うのも存在せず、道内の土産物品店と広く対等な取引関係を持っていたた

めに、特定の取引先に影響されない自由な経営が許される状態にあった。

勲氏は、2005年11月から札幌商工会議所の副会頭を務めていた。札幌

商工会議所では観光振興を担当し、社団法人札幌観光協会の副会長も務め

ていた。青年会議所時代以降、財界活動を積極的に行っていたほか、好業

績企業であり続けたことと数々の地域貢献によって、札幌の経営者のなか

で勲氏は中心的な役割を果たしてきたと言える。勲氏の道内財界での役割

は以上のように決して小さなものではなく、破たんした北海道国際航空

（エア・ドゥ）の再建中には、破たん後の同社の筆頭株主となった企業再建

ファンドへ一億円を出資することを決断するなど、不況にあえぐ道経済に

あって、資金的なゆとりを持つ優良企業を率い、地域の企業を救う実績も

持った重要人物の一人であったと言える14。

また、石屋製菓はお土産菓子メーカーであるが、地元住民との間に前述

したスポーツ支援を通じた良好な関係があり、地域のスポーツ文化振興の

最も重要な立役者として認知度も高かった。石屋製菓がリーディングカン

パニーであることは、地域に広く知れ渡っており、北海道全体の文化振興

やスポーツ振興、そして観光振興といったあらゆる分野に貢献しうる企業

であると期待されていた。それだけに、今回の偽装事件発覚は地域住民に

とって大きなショックであったのである。

第5章｜クライシス発生後のマネジメント対応
本章では、付表2を参照しながら、不祥事発覚後の石屋製菓におけるク

ライシス・マネジメントを見ていくことにする。本事例から判明すること

は、同社は第一に、事件発生直後の一時期をのぞけば、不祥事発生後のコ

ミュニケーションの面では、いわゆる定石を踏まえた模範的な対応 15をし

ている点である。そして第二に、今後のリスク防止に関する積極的な体制

を整備するなど、リスク・マネジメントの標準的規格 16に沿った改革を進

めた点である。この二点を成し遂げ、改革そのものをコミュニケーション

につなげて、未来のリスク・マネジメントへ向けた強固な姿勢を示したこ

とも奏功したと言える。さらに、市場回帰の段になると、その著しいペー

スでのリカバリのスピードには目を見張るものがある。以下では、石屋製

菓のクライシス・マネジメントと、リカバリの早期達成を支えた背景に注

意しながら事例を眺めた上で、次章での地域貢献型レピュテーションとの

融合的な議論につなげていくことにする。
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5.1 クライシス発生初日
石屋製菓の危機発生の発端は、8月11日午後のアイスクリーム商品の回

収に始まる。その時点で同社は資料1にあった画像ファイルを載せ、一応

の説明は行っていた。しかし、一連の賞味期限偽装問題につながるのは、

8月14日午後に北海道新聞が入手した関係者からの情報であった。つまり、

クライシスの前兆が8月11日にあり、真のクライシス発生は8月14日とい

うことになる。11日の時点で全ての情報をオープンにするか、あるいは社

内での対策を万全にして、マスコミへの内部通告を発生させるのではなく、

自ら偽装を告白していればその後の印象は大いに変わってきたであろう。

しかし、同社にはそれを可能とするだけの成熟した組織風土も、制度的な

枠組みもなかったことになる。

14日午後に北海道新聞は、情報入手後にすぐさま独自に取材を申し入れ

ているが拒否されている。しかし、結局はその夜に記者会見を開くことと

なり、事実関係を認めざるを得ない事態に陥っている。記者会見では商品

の自主回収、通販業務の停止などが発表されているが後手にまわった感は

否めなかった。しかも、アクセスが急増したためか、WEBサイトを閉鎖

し、前述の資料1の画像ファイルのみが表示されていた。この時点で白い

恋人の偽装につながる情報はなかった。つまり、当初は自らのサイトで消

費者に対する偽装に関する情報公開は行わなかったということである。

16日になると、WEBサイトに資料2の画像ファイルが貼られ、白い恋人

の偽装が説明される。それと同時に、11日に回収したアイスクリーム関連

商品については、基準値を上回る大腸菌を検出していたこと、そしてバー

ムクーヘン商品では、黄色ブドウ球菌を検出していたことが告白される。

これら細菌群の検出については、11日の時点で本来わかっていたことであ

り、当初公表しなかったことで、メディアの受け手である消費者に、同社

に隠蔽体質があるのではないかと疑わせてしまった。

5.2 責任の取り方
14日の最初の記者会見では、石水社長本人は改ざんの指示をしていない

ということになっていた。また石水社長は改ざんがあったのは三十周年限

定商品だけであり、ほかの白い恋人には存在しないとも明言していた。し

かし、実際には改ざんは状態化していたのである。

そして、改ざん自体を指示していたのが誰かと記者に問われると、石水

社長自身は明確な説明をせず、隣に座っていた同社の伊藤道行統括部長が

自らの指示でやったことだと説明していた。おそらく社長自身は改ざん指

示を知らないことにするというシナリオがあったと思われる。また、6月

ごろに社内の関係者と思われる人物からの告発メールがあったが、伊藤統

括部長はそのまま放置し、石水社長に知らされたのは、8月13日夜であっ

たという。

しかし、16日の記者会見では、白い恋人の賞味期限を一カ月から二カ月

ほど延ばす改ざん行為を、三十周年限定商品だけではなく、1996年から十

年以上にわたって行っていたことを明らかにし、さらに石水社長自身もこ
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≥17 石屋製菓のような同族型の企業

は、地域社会においては決して

珍しくない存在であろう。同社

の場合、中堅企業段階に入った

事業規模と同族型経営とが適切

に融合していないことにリスク

管理上の問題があったと言え

る。とはいえ、同族企業はファ

ミリービジネスとも呼ばれ、企

業運営上の意思決定の早さなど

企業運営形態としてのメリット

も大きい。リスク対応さえしっ

かりとしていれば、同族企業す

なわち悪、ということにはなら

ない存在であるはずである。フ

ァミリービジネスのリスク・マ

ネジメントのあり方について、

筆者が重要と考えるポイントは

次の3点である。第一に、家族
内だけでなく、社内の人材を積

極的に役員に登用し、社員の出

世意欲を喚起すべきである。第

二に、経営トップだけにパワー

が集中しないような組織構造を

早期に整備すべきである。第三

に、意図的にステークホルダー

からチェックしてもらう仕組み

を作り、外部の目にさらすよう

心がけるべきである。以上の点

がクリアできていれば、ファミ

リービジネスのメリットを生か

しながら、リスクやクライシス

への対応ができるはずである。

の改ざん事実を知っていたと説明されるのである。16日の記者会見による

と、同社は社内規定で白い恋人の賞味期限を「四カ月」と設定していたが、

1996年に特殊な包装フィルムを導入してからは在庫が発生するたびに、パ

ッケージの賞味期限の刻印を延長するという改ざん行為を繰り返していた

という。なお、賞味期限改ざん商品は、全出荷量の二、三割にも及ぶこと

も判明した。15日の会見では、工場の操業停止は16日から19日までとし

ていたが、この会見によって工場ラインを無期限で停止し、店頭の全商品

も回収するということになったのである。

引責辞任の可能性については、石水社長は14日の会見では、まだやるこ

とがあるとして留任することをほのめかしていた。しかし、結果的に17日

になってから、それまでの姿勢から一転して辞任を表明することになる。

この辞任表明は、当初は、責任の所在が統括部長のみにあるように発言し

ていたにも関わらず、自らも改ざんを知っていたことを16日に打ち明けた

ということを受けてのことであろう。なお、17日の辞任の発表のあと、し

ばらく新体制が不明であったが、23日になってからようやく新役員が発表

され、石水一族は一人を除いて一掃されることが判明した。

5.3 コンプライアンス体制の確立
上述の通り、8月23日には石屋製菓の役員が刷新された。新社長は、創

業家出身であり、上述の問題を受けて辞任していた石水勲社長にかわり、

メインバンクである北洋銀行の取締役であった島田俊平氏にバトンタッチ

され、同銀行からは部課長クラスの行員が役員として加わった。また、石

屋製菓の生え抜き社員も二人が取締役に昇格した。石水勲社長の長男で取

締役の石水創氏は留任した。その他に社外取締役を含めた役員六人体制と

なった（資料3）。

石屋製菓の株式は、石水勲前社長ら創業家一族がほぼ100％を握ってい

た。役員体制も家族経営といっていい状態であった 17。不祥事発覚後は前

社長の長男である石水創氏を除き、創業家出身者はいなくなった形になる。

そもそも石屋製菓はマチのお菓子屋さんからスタートしている。北海道土

産の定番として安定的な成長路線に入り、そして地域経済での役割も増大

してきてからも、基本的には家業的な雰囲気から抜けきれずにいた。一方

で会社はどんどん拡大していき、石水前社長自身の記者会見時の言葉を借
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※かっこ内は前職。山崎氏のみ現職の公認会計士

■資料3：新旧役員

■旧経営陣■
【社　長】石水勲
【取締役】石水キヨノ＝社長の母　石水創＝長男　石水洋美＝妻

伊藤道行＝石屋製菓統括部長・創業時からの右腕

■新経営陣■
【社　長】島田俊平（北洋銀常務）
【取締役】安田光春（北洋銀宮の沢支店長） 石水創（留任）

新谷節夫（石屋製菓総務業務部長） 本間哲平（同経理部長） 山崎駿（公認会計士）



りれば「増長」の状態にあったという。今回の人事でプロパー社員二人が

役員に就任したことは、社員全員に対して、社内でのキャリアパスの可能

性を印象づけた点で大きな意味のある措置であった。

なお、島田社長による新体制のもとで、石屋製菓は社員向けに行動規範

やマニュアルを作り、社内の意識改革に着手する方針を表明した。食品衛

生管理の検査機関とともに製造管理工程を見直した後、社外有識者らでつ

くる「コンプライアンス確立外部委員会」18から確認を得たうえで操業を

再開することをメディアに対して明確にリリースしていった。

コンプライアンス確立外部委員会は月に数回という高い頻度で開催され

ていることから、事件後の同社は外部からコンプライアンス体制を監視す

る枠組みづくりに特に注力していたと言える。こうして社内から社外にわ

たる体制の基礎が整備された後、11月13日の第六回コンプライアンス確

立外部委員会をもって、委員会は一応の役目を終え、最終的な報告書を公

表した上で解散した。

最後のコンプライアンス確立外部委員会では石屋製菓から以下の報告を

受けている。第一に、市保健所からの検査結果を受け、白い恋人に関する

安全宣言を表明することである。第二に、石屋製菓の社内において「内部

通報制度」を設ける旨の報告もあった。石屋製菓内担当部署は「法務コン

プライアンス室」とされ、外部通報先には弁護士事務所と契約を交わした

上で指定している。第三に、「お客様サービス室」の機能を充実化させるた

め、迅速な要望・不満、問題点や課題などの解消を図りうる体制を作った。

解散したコンプライアンス確立外部委員会にかわって、今後は社内に

「コンプライアンス委員会」が発足し、原則として月一回開催され、同社の

内部通報制度などの適切な運用をウォッチしていくこととなった。

石屋製菓社内では、「コンプライアンス・ポリシー／マニュアル」が作成

され、これにもとづく研修として、例えば「衛生管理マニュアル」や「ノ

ロウィルス対応マニュアル」などの研修が行われている。企業風土改革に

関しては、新経営陣のもとで少しずつ改革が行われるであろうが、中堅企

業として十分な制度・仕組み作りに関しては、不祥事を機会に大枠が整っ

てきたと言える。

5.4 市場回帰までの道のり
一方、上述のコンプライアンス体制の充実と時を同じくして、島田新社

長による徹底した品質管理強化の対策が行われていくことになる。付表2

の〈トピック一覧〉にあるように、9月10日には森永製菓から品質保証の

専門家を部長級で招き入れることを発表していた。また、定期的に招集さ

れたコンプライアンス外部委員会では、こうした一連の品質管理強化策が

特に念入りにウォッチされていた。

コンプライアンス外部委員会自体は、石水前社長と懇意の経営者が多く、

弁護士や公認会計士も石屋製菓のもともとの顧問であるなど、全くの第三

者ではないという批判が出ることも予想されたが、委員会での検討内容が

プレスリリースとしてマスコミに配布されたり、WEBなどで一般の目に触

≥18 同委員会のメンバーは、新体制

になってからの同社経営幹部三

名に加え、外部の公認会計士や

弁護士、中小企業診断士、そし

て大学教授や北海道庁の衛生部

門出身者など中立的な立場の人

間が13名選定されて組織され
た。
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れられやすい形をとったことで、クライシス後の透明性が高められる結果

となった。さらに、9月以降は不祥事ではなく、品質管理強化に関する取

り組みが報道されていくことになったため、同社が着々と復帰に向けた準

備を整えているという印象を一般に与えることに成功した。

新たな問題が発覚するなどで、不祥事そのものの続報が流れる形は信用

回復を遅らせる最悪の状態であるが、同社の場合は早期に問題を出し切っ

てしまい、その後は緻密に問題再発を防ぐ体制を整えているということが

報道されていったのである。

11月13日の最後の外部委員会の後、最終報告書が提出され、15日に白

い恋人の製造が再開され、22日より店頭で販売も開始された。白い恋人パ

ークに用意した3000個のパッケージは即日完売し、空港などの販売所で

も概ね売れ行きは好調で、数時間で売り切れる状態にまでなった。

その後のメディア報道は、販売が再開された白い恋人が市場に好意的に

受け入れられていることを確認する形となった。公表されていなかった事

実が後の報道で発覚するようなことは一切なかった。これにより、結果的

には石屋製菓の復活をメディアの側が追認するような構図を作っていたと

いえる。

12月に入ってからは、コンサドーレ札幌のスポンサーとしての支援に家

具・ホームファニチャー大手のニトリが名乗りをあげ、石屋製菓が万一、

スポンサーを降りることになっても、同社が一貫して取り組んできた地域

スポーツ振興の流れは継続できることになった。なお、結果的に石屋製菓

自体もスポンサー契約を継続している。

12月の白い恋人の日産枚数は観光閑散期にもかかわらず五十万枚であっ

たという。この生産数量は例年より二割強も多い数字であり、土産物店の

店頭などでは入手しにくい状況が続いた（資料4）。なお、10月22日発表
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（2007年12月17日　新千歳空港の土産物店にて筆者撮影）

■資料4．「白い恋人」売り切れを示す注意書き



の計画では、「美冬」などの他の商品を12月末から販売する予定であった

が、クリスマス商戦を控えて、品薄状態を解消するため、白い恋人の生産

に集中することになるほどであった。

新社長体制の石屋製菓は、市場回帰を焦らず、地道に信用回復に努める

段階を踏んでおり、市場の側も概ね好意的に迎えていたということができ

よう。年末になっても勢いは止まらず、白い恋人の品不足が続いていたこ

とから考えても、急速に市場において復帰を果たした事例とみなすことが

できるであろう。

第6章｜考察・分析・インプリケーション
本章では、石屋製菓のクライシス・マネジメント対応（第5章）の事例

から、同社が事前に築いてきたレピュテーション（第4章）との因果関係

を探る。市場回復スピードの早さには、レピュテーションからの影響作用

があったはずだというのが本稿の仮説であったが、ここでは、石屋製菓の

クライシス・マネジメントそのものの考察を行い、レピュテーションとの

関連性からさらなる分析を加えていく。最後に、石屋製菓事件の事例から

得られるインプリケーションと今後の課題をまとめる。

6.1．石屋製菓のクライシス・マネジメント考
クライシス前までの石屋製菓は、無借金経営で特定顧客に依存しないこ

とから、外部ステークホルダーからの圧力や厳しい監視の目を持っていな

かった。また、そうした状況を改善すべく、コーポレート・ガバナンスを

改革する動きも起こってはいなかった。このことから、石屋製菓のリス

ク・マネジメントそのものは決して模範的なものとは言えず、ハザードを

放置してしまう結果になったと推測できる。

しかし、それにもかからず、市場から信頼を取り戻すクライシス・マネ

ジメントのほうは、危機発生の直後をのぞけば、非常に順調であったとい

える。前章で見た同社のリスク発生後のクライシス・マネジメント対応か

ら、その成功ポイントを整理すると、以下のようにまとめられる。

〈クライシス・マネジメント成功のポイント〉

・情報公開に関する徹底的姿勢を事件発生直後の新体制になってから貫

いた

・体制改革の進捗をプレスリリース的に行い、情報公開の量とともに迅

速性も増した

・内部のコンプライアンス体制整備と適切な部署の設置を早い段階で行

った
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≥19 販売再開後、北海道新聞の記事

において、事件のことを知って

いてもなお「白い恋人」を買い

求める海外からの観光客の姿が

レポートされている。（「白い恋

人」販売再開から1週間　台湾
の観光客「問題ない」2007年11

月30日北海道新聞朝刊（地方
欄））

・役員刷新にあたって内部昇格を行い、社員に責任とやりがいの発露の

場を与えた

・販売再開を急がずに、外部から専門人材を投入して衛生管理の完全化

を図った

以上のように、同社は事件前と後とでは生まれ変わった姿勢を強く打ち

出すことに成功し、衛生管理への投資と、入念なコンプライアンス体制の

整備により、むしろ信頼できる企業としての評価を確立させたと見ること

ができる。

6.2．地域貢献型レピュテーションの効果分析
事件後の同社の市場回帰で特筆されるのは、生産再開時において、市場

から排除される状況を招かなかったことである。石屋製菓の事業の仕組み

は、一部の直営店を除き、それ以外は空港や観光地に存在する一般商店と

の完全にオープンな取引構造となっている。したがって、事件発覚後間も

なくして、店頭から自主回収された石屋製菓の白い恋人を陳列する棚のス

ペースには、他の土産菓子が置かれていた。このことは当然の成り行きで

あった。しかし、生産と店頭出荷が再開されたころ、そのスペースは再び

石屋製菓の陳列棚に戻っていた。

スムーズに元の定位置へと白い恋人が戻っていくことができた要因は何

であろうか。第一に考えられるのは、市場からの要求である。白い恋人は

国内だけでなく、海外の観光客からの人気も高く、販売がない時期におい

てもそれを惜しむ声が多かった。事件のことを知らないような顧客は別に

しても、国内観光客においても復活を待ち望む声は珍しくなかった 19。第

二に考えられるのは、地域における世論である。事件後しばらくすると、

付表2に一覧した通り、一連の報道に現れる石屋製菓は、事件当初こそ論

調も厳しかったものの、コンプライアンス外部委員会を設置して、事件の

全容をつぶさに報告するようになってからは、批判的な論調はなくなった。

もちろん、石屋製菓自身がウミを出し切ったということでもあるが、コン

サドーレ札幌の支援にニトリが名乗りをあげたことを報じた点など、むし

ろ石屋製菓を擁護する他の優良企業の存在を北海道地域の人々に感じさせ

る状況を報道がつくっていたとも言える。石屋製菓の市場回帰は、これら

顧客の声や地域内の世論の動きに影響されていた可能性がある。

とはいえ、企業間取引においては、いかに顧客の求めや世論の動きがあ

ったとしても、販売店自らの信念にもとづく排斥があってもおかしくはな

い。しかし、結果的にはそうした販売拒否の動きはなかった。このことか

ら、企業間取引の面でも石屋製菓は信頼を回復することに成功していたと

評価できる。

販売再開の問題だけでなく、事件後に石水勲氏がHFCの役員に留任する

ことが決まった際も、批判はほとんど出なかった。石水氏がこれまでに行

ってきた地域貢献の姿勢を地域の人々が冷静に評価した結果であろう。

このように、石屋製菓が信頼を取り戻すことに成功した背景には、確実
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にこれまでの地域貢献型レピュテーションが影響していた。石屋製菓が長

年にわたってスポーツ振興や観光振興を通じて北海道地域に貢献してきた

ことは、北海道内に在住する多くの市民が認めるところとなっていた。こ

うしたレピュテーション資源は、事件後のクライシス・マネジメントに失

敗し、無惨な姿を見せつけていれば地に落ちるはずである。しかし、適切

なクライシス対応によって、事件再発防止についての信頼感を形成するこ

とが出来れば、かつて築き上げたレピュテーションもまた回復する可能性

があるということであろう。

石屋製菓が優良企業として、エアドゥ救済など、これまでの企業の発展

史のなかで、市民からの期待に社会的に十分に応えてきたことは疑いよう

がない。こうした状況があったことで、同社の復活を暖かく見守る消費

者・経済人が地域内に多数あったということが、同社の早い市場回帰を地

域の内側から支える原動力となっていたと見ることができるのである。

6.3．インプリケーション
クライシス発生後、とりわけ新社長体制になってからの石屋製菓は、真

摯な姿勢で内部的にも外部的にも適切なマネジメント体制を整備し、それ

を積極的にプレスリリースし、地元の新聞やテレビなどの報道機関に取り

上げさせることに成功し、二度と同様の問題を起こさないという企業姿勢

を示すために必要十分なメディア対応を行っていた。こうしたことで、消

費者の信頼回復を確実にしていったことは、とりわけ同社関連のニュース

が報道される頻度の高かった地元の支持を急速に回復させることに直結し

たように思える。足場を固めたことが、域外の信頼回復にもプラスに作用

した可能性は高い。

石屋製菓の事件経過を振り返り、徐々に消費者から受け入れられつつあ

る現在の同社の実際を見る限り、日頃からのレピュテーションの蓄積の方

向性によっては、企業の復活が地域社会や顧客から望まれるような状態を

作り上げることができるということが示唆される。石屋製菓は過去からの

地域社会との良好なつながりがあってこそ、市場への復帰が消費者から待

たれるような世論を作り上げ、さらに販売再開にあたっての現実的なエン

ジンとなる地域内の取引先から支援を得ることができたと考えられるので

ある。

地域企業にとって、地域貢献型レピュテーションを資源として獲得する

ことは、リスク対策と同様に重要なマネジメント課題であると言ってよい

だろう。
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7｜おわりに
本稿は、わずかな単一事例をもとに、その背後にある要因を探ろうとす

るタイプの研究であり、関連する先行研究が未だに蓄積していない分野で

あるために、理論としてまとめるには依然として多くの課題が残っている。

しかし、クライシス・マネジメントの実践の場面に対して、まとまった成

功事例のなかに具体的なノウハウを盛り込んだ点では、従来の研究にない

視点を提供しているはずである。

また、本稿は石屋製菓のクライシス・マネジメントについての網羅的な

データを提供することを優先したため、比較分析の視点はほとんど持って

いない。このような限界が存在するとは言え、企業不祥事というものが本

来回避されるべきものである以上、本稿のような成功事例の分析に使える

対象企業はなかなか現れにくいという制約がある。対等な条件で比較の俎

上にあげられる事例がすぐに表面化することは難しいかもしれない。しか

し、時間的なブランクを経た後、将来的には別の企業不祥事からの早期の

復活事例が発生することもあり得る。その時点で可能となる後続の研究に

対し、本稿の記述は比較分析のための基礎データとして活用できる可能性

がある。そのためにも、石屋製菓の事件を発生時からウォッチし、クライ

シス対応に関する集中的なノートとして整理した本稿を公開しておく価値

はあると考える。

企業がレピュテーション構築のために行動することは、ステークホルダ

ーたちとの継続的で持続的な信頼関係を形成することにつながる。本稿で

見たように、いざ企業不祥事が発生すれば、そのクライシス・マネジメン

ト対応の場面では、レピュテーションからの援護射撃を受けることとなる。

このことは、対外的な信頼を構築する努力をしてきた企業は、クライシス

発生後に信頼を回復する段階に入ったときも、適切な関係を他社と築きや

すいということを意味している。

本稿で見たように、クライシス・マネジメントとは、いったん失った信

頼を再び元の状態に戻す企業対応のあり方である。よって、これまでにス

テークホルダーとの信頼関係の構築を行ってきた企業とそうでない企業と

では、事件後のクライシス・マネジメントがともに定石通りの模範的なも

のであったとしても、その効果の現れ方には歴然とした違いが現れてくる

と考えられる。

（2008年4月9日受理　2008年9月30日採択）

≥ 内田　純一（うちだ　じゅんいち）
北海道大学観光学高等研究センター　准教授
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1947 

1948 

1957 

1959 

1969 

1971 

1976 
 

1978 

1979 

1980 

1981 
 

1982 

1986 

1989 
 

1991 

1992 

1993 

1995 

1997 
 

1998 

1999 

2000 
 

2001 

2002 

2003 
 

 

2005 

 

 

2006 

 

2007

昭和22年 

昭和23年 

昭和32年 

昭和34年 

昭和44年 

昭和46年 

昭和51年 
 

昭和53年 

昭和54年 

昭和55年 

昭和56年 
 

昭和57年 

昭和61年 

平成元年 
 

平成3年 

平成4年 

平成5年 

平成7年 

平成9年 
 

平成10年 

平成11年 

平成12年 
 

平成13年 

平成14年 

平成15年 
 

 

平成17年 

 

 

平成18年 

 

平成19年 

政府委託の澱粉加工業創業 

ドロップス製造開始 

生菓子製造開始 

資本金100万円にて石屋製菓株式会社設立（10月） 

資本金400万円に増資（4月） 

札幌地下鉄開通を記念して「シェルター」を発売（12月） 

資本金800万円に増資（11月） 

「白い恋人」を発売（12月） 

資本金1,000万円に増資（8月） 

本社工場を「北9条東8丁目」より移転新築（4月） 

チョコレートショップISHIYA東急イン109店オープン（6月） 

三越ショップオープン（7月） 

食品衛生協会より優良企業として表彰される 

手稲工場新設（5月） 

スイス　モンドセレクションゴールドメダル受賞（9月） 

資本金3,100万円に増資（3月） 

創立30年 

西区宮の沢に新本社社屋・工場着工 

新本社社屋・工場完成（6月） 

新本社社屋内に直営店開業 

イシヤ・チョコレートファクトリー　グランドオープン 

創業50周年 

「白い恋人チョコレートドリンク」を発売（11月） 

「白い恋人900円ブラックチョコレート」を発売（11月） 

「ミルキーロッキー」を発売（7月） 

からくり時計塔完成（8月） 

宮の沢白い恋人サッカー場完成（10月） 

スポーツレストラン梟巣（おうるず）オープン（5月） 

コンサドーレ札幌コレクションハウス・チュダーハウス着工（8月） 

コンサドーレ札幌コレクションハウス　オープン（7月） 

チュダーハウス　オープン（9月） 

ミルフィーユ「美冬」発売（2月） 

小樽出抜小路　オープン（4月） 

ローズガーデン　オープン（7月） 

ローズショップ「クラシックローズ」オープン（4月） 

白い恋人発売30周年記念キャンペーン展開（5月～2007年4月） 

発売30周年を記念し、アニメーション「白い恋人」をテレビ放送（12月） 

提供ドラマ「たった一度の雪」が全国ネットにてテレビ放送（2月） 

石屋製菓WEBサイト（2007年7月以前）より作成

■付表1：石屋製菓〈沿革〉
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2007年8月11日

午後

2007年8月12日

2007年8月14日

午後

同日

夜

2007年8月16日

2007年8月17日

2007年8月23日

2007年9月3日

2007年9月3日

2007年9月10日

2007年9月11日

石屋製菓は、11日朝より、アイスクリーム商品「ミルキーロ

ッキー」「雪だるまくんアイスクリーム」「カップアイスクリ

ーム」の回収を開始し、当面は販売を停止することを決定。

回収の理由は、自主検査で食品衛生法の規格外の商品を見つ

けたためとし、現時点で健康被害は報告されていないと報道

関係者に説明し、詳細は明らかにしなかった。

上記を踏まえ「お詫びとお知らせ」とする社告をWEBで発

信、同内容を主要紙に掲載する。

「石屋製菓が『白い恋人』の賞味期限を改ざんしているよう

だ」という情報を北海道新聞が関係者から入手。道新は事実

確認のため、石屋製菓に取材を申し入れるも、同社は「個別

の取材には応じられない」と対応を拒否。

石屋製菓は、記者会見を開き、事実関係を認めた。全商品の

自主回収を発表。WEBサイトは閉鎖し、お詫び文の画像ファ

イルのみ掲載し、通販業務をストップ。

WEBサイトに「お詫びとお知らせ」を画像ファイルで掲載。

賞味期限の延長があったこと、アイスクリーム商品では自主

検査で基準値を上回る大腸菌を検出していたこと、バームク

ーヘン商品では、黄色ブドウ球菌を検出したことなどを明記。

石水勲社長が引責辞任を表明。後任の社長には旧北海道拓殖

銀行出身で北洋銀行元常務取締役の島田俊平が就任する見込

みであることが記者会見で発表される

新社長に島田氏が就任。島田社長は同日、役員を刷新。石水

勲を含め5人いた取締役（うち4人は石水氏とその親族。他の

1人は賞味期限延ばしを主導したとされる統括部長）のうち、

4人を退任させ、自身のほか、1人（取引店・宮の沢支店の支

店長）を北洋銀行から、1人（公認会計士）を外部から招聘、

2人を社内から起用した。石水勲氏の長男石水創氏は留任。

石屋製菓が札幌商工会議所で開かれた常議員会と臨時議員総

会において、同会議所の三号議員（会議所活動に実績があり

地域を代表する企業で構成する。定数二十社）を退任。

高橋はるみ知事らは道内の観光関係者らと台湾を訪問。北海

道観光連盟が作成した道内の観光地や特産品を中国語で紹介

するパンフに、白い恋人が写真付きで紹介されており、現地

記者からなぜ掲載されているのかといった厳しい質問が寄せ

られた。

石屋製菓は、品質管理体制強化のため、森永製菓から小出

栄・品質保証部協力工場管理担当マネージャーを部長級の処

遇で社員として受け入れることを十日の「コンプライアンス

（法令順守）確立外部委員会」で報告した。十六日付で石屋製

菓の製造部部長に就任予定となる。（森永製菓は石屋製菓に十

年ほど前からチョコレート菓子の原料を供給）

島田俊平社長は、北海道新聞の取材に応じ、同社が公式スポ

ンサーを務めているサッカーJ2のコンサドーレ札幌の支援を

来季も継続する意向を明らかにした。

■付表2：石屋製菓「賞味期限改ざん」事件〈トピック一覧〉
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北海道新聞記事データベースの石屋製菓関連記事をもとに筆者作成

2007年9月18日

2007年9月25日

2007年9月26日

午後

2007年9月27日

2007年10月1日

2007年10月22日

2007年11月3日

コンプライアンス確立外部委員会を開き、会社側が十月一日

の組織変更などを報告した。「内部監査室」「法務コンプライ

アンス室」「お客さまサービス室」などを設け、法令順守への

取り組みと消費者対応を強化する姿勢を示した。また、従業

員対象のアンケートでは、職場で意思疎通の不足を訴える声

や給与・休暇取得の改善を要望する声が目立つと説明。島田

社長は給与について全国・道内平均と比べても低水準だと認

め、見直しに着手する意向を示した。

再発防止策を盛り込んだ改善報告書を道と札幌市保健所に提

出。

石屋製菓から改善報告を受けた札幌市保健所が、同社工場へ

の立ち入り検査を実施し、衛生管理体制などを確認。同社が

策定した「衛生管理マニュアル」をチェックしながら、従業

員がマニュアルを守ってスムーズに作業できるかなどを調査。

コンサドーレ札幌の運営会社北海道フットボールクラブ

（HFC）非常勤役員であった石水勲氏が、HFC役員の辞意を撤

回し、今後もクラブ運営に携わる意思を明らかにした。

家具・インテリア販売最大手のニトリが、HFCへの支援を増

強し、石屋製菓の出資額一億円を上回る見込みであることが

北海道新聞などで報道される。（同日夕刊、翌日朝刊）

白い恋人の生産を11月15日に再開（販売は同22日）するこ

とを関係機関に通知。「美冬」は12月下旬、洋生菓子は来年

一月から、それぞれ製造再開する考えを明らかにする。

二〇〇八年四月期決算、売上高が前年同期比約40％減の四十

億円強、営業損益は数億円の赤字となる見通しであると報道

される。


