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　一　はじめに

　

　日韓・韓日の倒産処理法は、1950年代以降、アメリカ倒産処理法の強い影

響を受けてきたといわれる。

　とりわけ、韓国は、1997年のIMFショック以降、さらに、その傾向が強まっ

た。
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　しかしながら、韓国の再建型倒産処理手続である債務者回生法については、

日本において、いくつか紹介論文が散見されるに過ぎない。裁判外のワークア

ウトである企業構造調整促進法についても、後掲の注（24）および（25）の

呉守根教授の論説のみが公表されている状況である。

　そこで、本稿は、これらの先行業績を補完するものとして、韓国における再

建型倒産処理手続の概要を、簡潔に紹介し、日本の倒産処理法との若干の比較

法検討をすることを目的としている。あわせて、倒産時という危機的状況にあ

る労働者の権利保護という側面について、韓国法における労働者保護の諸法制

について紹介し、若干の検討を行う。

　本稿執筆にあたっては、日本国内に、韓国倒産処理手続に関する書籍が、き

わめて少ないなか、限られた資料をもとにして、概括的な分析の域をでること

ができなかった旨を、あらかじめ、お断りしたい。

　参考資料として、日本においては、公表されていない「企業構造調整促進

法・同施行令」の邦語訳を付した。

　なお、特別の明記がない場合、本稿における条文は、韓国の「債務者回生及

び破産に関する法律」の条文数を指す。

　二　「債務者回生及び破産に関する法律」の概要

１．「債務者回生及び破産に関する法律」の成立と条文構成

　本法律は、2005年３月31日に制定（法律第7438号）され、2006年４月

１日より施行した。

　本法律の成立に伴い、破産法、和議法、会社整理法、個人債務者回生法

は、廃止された。特徴としては、統合倒産法典の整備にあり、単一法典にお

ける複数手続をまとめた点にある。　

　本法律は、660条にわたる大法典であり、その和訳については、本稿の目

的および分量のとの関係から、他日を期することととし、条文構成の概略

を、まず、示したい。
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「債務者回生及び破産に関する法律」

第１編　総則　１～ 33条

第２編　回生手続　

　第１章　回生手続の開始　

　　第１節　回生手続開始の申請 34～48条

　　第２節　回生手続開始の決定 49～73条

　第２章　回生手続の機関　

　　第１節　管理人　74～84条

　　第２節　保全管理人　85～86条

　　第３節　調査委員　87～88条

　第３章　債務者財産の調査及び確保

　　第１節　債務者の財産状況の調査

88～99条

　　第２節　否認権　100～113条

　　第３節　法人の理事等の責任　

114～117条

　第４章　回生債権者・回生担保権者・

　　　　　株主・持分権者

　　第１節　回生債権者・回生担保権者・

　　　　　　株主・持分権者の権利

118～146条

　　第２節　回生債権者・回生担保権者・

　　　　　　株主・持分権者の目録作成及び

　　　　　　申告　147～157条

　　第３節　回生債権・回生担保権等の調査

　　　　　　及び確定　158～178条

　　第４節　共益債権と開始後その他債権

179～181条

　第５章　関係人集会　182～192条

　第６章　回生計画　

　　第１節　回生計画の内容　193～219条

　　第２節　回生計画案の提出 220～234条

　　第３節　回生計画案の決議 235～241条

　　第４節　回生計画の認可等 242～256条

　第７章　回生計画認可後の手続

257～284条

　第８章　回生手続の廃止　285～293条

第３編　破産手続

　第１章　破産手続の開始等

　　第１節　破産申請　294～304条

　　第２節　破産宣告等　305～327条

　　第３節　法律行為に関する破産の効力　

328～350条

　　第４節　法人の理事等の責任

351～354条

　第２章　破産手続の機関

　　第１節　破産管財人　355～366条

　　第２節　債権者集会　367～375条

　　第３節　監査委員　376～381条

　第３章　破産財団の構成及び確定

　　第１節　破産財団の構成　382～390条

　　第２節　否認権　391～406条

　　第３節　還取権　407～410条

　　第４節　別除権　411～415条

　　第５節　相計権　416～422条

　第４章　破産債権及び財団債権

　　第１節　破産債権　423～446条

　　第２節　破産債権の申告及び調査　　

447～472条

　　第３節　財団債権　473～478条

　第５章　破産財団の管理・換価及び配当

　　第１節　破産財団の管理及び換価

479～504条

　　第２節　配当　505～537条

　第６章　破産廃止　538～548条

　第７章　簡易破産　549～555条

　第８章　免責及び復権

　　第１節　免責　556～573条

　　第２節　復権　574～578条

第４編　個人回生手続

　第１章　通則　579 ～ 587条

　第２章　個人回生手続の開始 588～600条

　第３章　回生委員　601～602条

　第４章　個人回生債権の確定 603～609条

　第５章　弁済計画　610～619条

　第６章　廃止及び免責　620～627条

第５編　国際倒産　628～642条　　

第６編　罰則　643～660条
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２．回生手続の概要
（1） 

　ここでは、「債務者回生及び破産に関する法律」のうち、回生手続に関す

る要点のみを、ピックアップするにとどめる。

　１）回生手続の開始

　　⑴　適用対象

　従前の会社整理手続は、株式会社、従前の和議手続は、自然人及び法

人が適用対象であったのに対して、回生手続では、株式会社、個人（営

業者、非営業者）へと適用対象が拡げられた。

　　⑵　申請原因

　①事業の継続に著しい支障をもたらすことなく弁済期にある債務を弁

済することができない場合（弁済不能・事業継続危殆事実・債務者から

申請のみに限定）、②債務者に破産の原因である事実が生じるおそれが

ある場合（破産原因前兆事実・34条１項）が、回生手続申請原因となっ

ている。

　　⑶　申請権者

　①債務者（自然人、法人、組合、権利能力なき社団）、②債権者等

（34条２項）が、申請権者とされる。

⑷　申請にあたっては、申請人、申請の趣旨、申請の原因などを36条の

規定に基づき、書面で、管轄法院に提出しなければならない。

⑸　管轄については、債務者の主たる事務所または営業所を管轄する地方

法院本院合議部の管轄に専属する（３条１項１号および２号）。債務者

⑴　本稿は、田炳西『倒産法』（法文社、2007）443頁以下、文濠俊『統合倒産法』

（法律出版社、2013）220頁以下、南考淳＝金載亨編『倒産法講義』（法文社、

2005）３頁以下、南考淳＝金載亨編『統合倒産法』（法文社、2006）223頁以下、

朴承斗『韓国倒産法의 先進化方案』（法律SOS、2003）261頁以下を中心に、韓

国の再建型倒産処理制度について、若干の整理を試みざるを得なかった。
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が、個人また債務者の事務所または営業所がない場合は、債務者の普通

裁判籍所在地を管轄する地方法院本院の管轄に専属する（３条１項３

号）。

⑹　保全処分（43条）、中止及び取消命令（44条）、括的禁止命令（45条

～47条）が設けられている。アメリカ倒産処理手続におけるなオート

マティックステイは不採用とされた（2）。

　　⑺　開始決定（49条）・開始申請の棄却事由（42条）

　回生手続開始決定がなされたときは、債務者は、業務の遂行及び財産

の管理及び処分権を喪失し、これらの権限は、管理人に専属する（56

条）。開始決定、棄却決定については、申請があった日から１ヵ月以内

に判断が下される。

　２）回生手続の機関

　　⑴　管理人

　法院は、開始決定と同時に管理委員会と債権者協議会の意見を聴き、

管理人を選任しなければならない（管理人型回生手続・50条１項、74

条１項）。

　韓国の統合倒産法においては、本格的なDIP方式を採用せず、管理人

制度をおくが、債務者の財政的破綻の原因が債務者等が行った重大な責

任がある不実経営等によるものである場合を除き、債務者（債務者が個

人である場合）、債務者の代表者（債務者が個人でない場合）に、既存

の経営者を管理人として選任できることとした（DIP型回生手続・74条

２項）。

　実務上は、例外的な場合にのみ第三者を管理人として選任しており、

⑵　オートマティックステイについては、ジェフ・フェリル／エドワードJ・ジャ

ンガー（著）米国倒産法研究会（訳）『アメリカ倒産法（上巻）』（2011、レクシ

スネクシスジャパン）260頁など参照。
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管理人を選任する事件は全体の２、３割といわれている。特に中小企業

の回生事件では、第三者が管理人に選任される事件は少ない。

　　⑵　管理委員会

　管理委員会は、一般的な裁判業務と異なる特性を帯びており、その業

務処理において、経営、経済的な専門性を求められるため、法官の業務

を補完するために、経済、経営の専門家によって構成される（3）。管理委

員会は、債務者回生法の手続を適正、迅速に進行するため、ソウル中央

法院、仁川地方法院、水原地方法院、大邱地方法院に設置する（15条）。

　管理委員会の業務は、法院の指揮を受け、①管財人などの選任に対す

る意見の提示、②管財人などの業務遂行の適正性に関する監督および評

価、③債権者評議会の構成と債権者に対する情報の提供、④手続の進行

状況に対する評価、⑤債権者集会と関連する業務などを行う（17条）。

　　⑶　保全管理人

　法院が、保全処分の他に必要があると認め、保全管理命令を行う場合

には、回生手続開始決定の前までに、債務者の業務遂行、財産の管理及

⑶　田炳西・前掲注⑴83頁。管理委員には、①弁護士または公認会計士の資格を

有する者、②銀行法による金融機関そのほかに大統領が定める法人において15

年以上勤務した経験を有する者、③上場企業の役員として在職した者、④法律

学、経営学、経済学またはそのほかこれと類似する学問の修士学位以上を取得

した者として。この分野で７年以上従事した者、④上記に準ずる者として、こ

れと関連した分野において学識及び経験を備えた者の中から地方法院長が委嘱

する（16条３項）。韓国の管理委員会は、米国のUS Trustee制度より示唆を受け、

1998年２月24日法律第5519号による破産法改正時に新設されたが、同制度をそ

のまま導入したものではないとされる（김재형「倒産法制의 再検討－1997年金

融危機以後의 法改正을 中心으로」법조（2001）146頁）。US Trustee制度につ

いては、ジェフ・フェリル／エドワードJ・ジャンガー・前掲注⑵ 37頁、福岡真

之介『アメリカ連邦倒産法概説』（商事法務、2008）71頁以下、阿部信一郎編『わ

かりやすいアメリカ連邦倒産法』（商事法務、2014）27頁など参照。



－　　－7

韓国における再建型倒産処理手続の概要－労働者の権利保護に関する若干の分析とあわせて－　（金　炳学）

び処分を行う権限は、保全管理人に専属する（85条）。

　　⑷　調査委員会

　法院は、調査委員を選任したときは、期間を定め、調査委員に管理人

の債務者財産額の評価（90条）、財産目録と貸借対照表の作成（91条）、

調査報告（92条）事項を調査せしめ、回生手続を進行することが適切

であるか否かについて意見を提出させることができる（87条３項）。

　　⑸　債権者協議会

　管理委員会は、回生手続の開始または破産申請があった後、債務者の

主要債権者を構成員とする債権者協議会を構成しなければならない

（20条、10人以内で構成）。多様な部類の債権者の意思を体系的に収斂、

伝達するために、主要債権者で協議会を構成し、債権者の意見伝達およ

び債権者に対する伝達の窓口として活用するようにしたものである。

　回生法では、債権者協議会の機能を強化し、債権者間の意見を調整

し、回生手続に関する意見の提示、そのほかの法人である債務者の監

査、選任に対する意見の提示権と回生計画認可後、会社の経営状態に対

する実査請求権を付与し（21条１項）、管理人を牽制するようにしてい

る。あわせて、法院は、債権者協議会の活動に必要な費用を債務者に負

担させることができる規定をおき（21条３項）、債権者協議会が積極的

に関与できるようにした。さらには、債権者協議会の要請があり、相当

な理由がある場合、債務者でない第三者を管理人として、選任できるよ

うにした（74条）。

　　⑹　関係人集会

　関係人集会は、関係人が管理人から回生手続開始に至るまでとなった

事情と債務者に関する事項に対し報告を受け、法院に対して、回生手続

の基本的な事項を陳述し、回生計画の審議、議決をするために法院が招

集する集会である（第１次～第３次関係人集会）。

　関係人は、管理人、調査委員、債務者、目録に記載されまたは申告し
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た回生債権者、回生担保権者、株主、持分権者から構成される。

　第１次関係人集会は、管理人から、調査報告事項の要旨の報告を受

け、関係人から管理人および調査委員の選任、債務者の業務および財産

の管理、回生手続を継続して進行することが適正であるのか否かなどに

関する意見を聴くため、回生手続開始後、最初に開かれ、第２次関係人

集会は、回生計画案の審理を目的とし、第３次関係人集会は、回生計画

案の決議を目的とするもので、関係人集会の中で最も重要である。

　３） 債務者財産の調査及び確保

　債務者の財産状況の調査および確保として、①財産価額の評価と貸借対

照表の作成（90条、91条）、②否認権（故意否認（100条１項））、危機否

認（同条２項）、義務のない行為の否認（同条３項）、無償行為否認（同条

４項）、③法人の理事等の責任（114 ～ 117条）が定められている。

　４） 回生債権者・回生担保権者・株主・持分権者

　　⑴　管理人の回生債権者等の目録提出制度

　回生手続に参加しようとする者は、回生債権者、回生担保権者、株主

または出資持分権者は、申告期間内に、法院に、申告をしなければなら

ない（148～150条）。

　回生法は、債権申告手続による費用を削減するため、管理人をして、

まず、財産目録を提出せしめ（146条）、この目録に債権が記載されて

いれば、債権者が別途債権申告をせずとも、債権を申告したものとみな

すとしている（152条）。

　目録に掲載または申告された債権に対して、管理人や他の債権者は異

議を提出することができるうえに（166条）、異議が提出されれば、該

当の債務者は、債権調査確定裁判を請求しなければならない（170条）。

　　⑵　回生債権等

　　　①　回生債権
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　イ）債務者に対して、回生手続開始前の原因によって生じた財産上

の請求権、ロ）回生手続開始後の利子、ハ）回生手続開始後の不履行

による損害賠償金および違約金、ホ）回生手続参加の費用が、回生債

権となる（118条）。回生債権と回生担保権に関しては、回生手続が

開始した後に生じた回生計画の規定によらなければ、弁済をしまたは

弁済を受ける等、これらを消滅させる行為をすることができない

（131条本文）。

　　　②　回生担保権（清算価値を基準として算定される）

　回生債権または回生手続開始前の原因によって生じた債務者以外の

者に対する財産上の請求権で、回生手続開始当時の債務者の財産上に

存する留置権、質権、抵当権、譲渡担保権、仮登記担保権、伝貰権、

優先特権として担保された範囲の部分は、回生担保権とする（141条

１項本文）。

　　　③　共益債権

　共益債権については、179条１項１号乃至14号まで列挙されている

が、そのうち、「１項10号　債務者の勤労者の賃金・退職金、災害保

障金」および「同11号　回生手続開始前の原因によって生じた債務

者の勤労者の任置金と身元保証金の返還請求権」については、期間の

定めがなく、全額が共益債権とされ、その理由としては、労働債権の

保護にあると指摘されている（4）（5）。

⑷　日本の再建型倒産処理手続上の労働債権の取扱いとして、労働債権が、民事

再生法では、一般優先債権（民再122条）とされ、他方で、会社更生法では、優

先的更生債権（会更168条１項２号）として扱われ、それぞれ、期間の制限が設

けられているのとは、顕著な相違が認められる。

⑸　【関連判例】イ）被告人が債務者の共同管理人または常務として債務者の勤労

者に関する事項に対し、実質上、債務者のために職務を執行してきた事実が認

定された場合、勤労退職給与保障法第９条所定の使用者ということができる（大
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　共益債権は、回生手続によらず、随時に、弁済される（180条）。共

益債権は、回生債権と回生担保権に優先して弁済される（同条２項）（6）。

　　　④　開始後その他債権

　開始後その他債権は、回生手続開始以後の原因によって発生した財

産上の請求権であり、共益債権、回生債権、回生担保権でない請求権

をいう（181条１項）。

　実務上、開始後の原因によって生じた債権は、ほぼすべてが共益債

権に該当するため、開始後その他債権が発生する例は、実際には、ほ

とんどないとされる。

　　　⑤　租税等請求権

　租税など請求権も、回生手続開始決定前に発生したものは、回生債

権であるため、回生手続において、原則的に、回生債権と同一に扱わ

れる（131条本文、156条１項）。

　　⑶　調査期間制度

　従前の会社整理法と異なり、回生手続においては、調査期日制度を廃

判1984.4.10.83도1850）。ロ）回生手続において共益債権に属する退職金は、優先

権があり、申告・調査・確定調査を経ずして随時弁済されるものであり、共同管理人である被

告人が退職金の精算のため最善を尽くさなければならないのみならず、特別な事情があり1

4日以内に義務を履行することが難しい場合、その期日延長のため当事者間に合

意をしなければならないにもかかわらず、そのような努力をしないまま勤労者

退職給与保障法所定の期日を徒過した場合、これは勤労者退職給与保障法違反

に該当する（大判1984.4.10.83도1850）。

⑹　ただし、回生手続において共益債権は、回生債権と回生担保権に優先して弁

済されるという同項は、債務者の一般財産から弁済を受ける場合に優先すると

いう意味であり、回生担保権が設定された特定財産の競売買得金から、優先弁

済を受けるという意味ではなく、回生担保権が設定された財産の上に共益担保

権が設定された場合には、回生担保権が優先する（大判1993.4.9.92다56216）。
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止し、調査期間制度を採用して、債権者の便宜を図り、債権の調査をす

ることができるよう手続の便宜性と効率性を高めている（50条１項４

号、161条）。

　　⑷　株主・持株権者

　株主・持分権者は、自らが有する株式または出資持分として回生手続

に参加することができる（146条１項）。株主・持分権者が回生手続に

参加する重要な内容には、株式又は出資持分の申告、株式または出資持

分の追加申告、回生債権及び回生担保権に対する異議、債権調査確定裁

判の申請、債権調査確定裁判に対する異議の訴えがある（150条、155

条、161条、170条、171条）。

　法院事務官などは、管理人、回生債権者または回生担保権者の申請に

より、回生債権または回生担保権の確定に関する訴訟の結果を、回生債

権者表および回生担保権者表に記載する（175条）。

　５）回生計画

　　⑴　回生計画案の作成（193 ～ 234条）

　　　①　回生計画案の提出（220、221条）

　管理人は、債権申告と会社財産に対する実質調査の資料をもとに、

回生計画を作成する。この過程において管理人は、法院と主な債権者

と協議を続ける。債権者や株主も回生計画を作成することができる

が、実務上、稀であるとされる。

　回生計画は、弁済猶予期間が最大10年であるため、10年を超える

ことはできない。仮に、企業の清算価値が継続的企業価値より高けれ

ば、回生計画を作成できない上に、回生手続を廃止しなければならな

い。ただし、清算型回生計画を作成することはできる。

　　　②　回生計画案の修正（228条）

　第２次関係人集会の期日または書面決議に附すまで、法院の許可を

得て、回生計画案を修正することができる。
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　　　③　回生計画案の変更（234条）

　第３次関係人集会において、法院の許可を得て、回生計画案を変更

することができる。

　　　④　回生計画案の内容

　必須的記載事項として、①回生債権者、回生担保権者、株主、持分

権者の権利の全部または一部の変更に関する事項、②共益債権の弁済

に関する事項、③債務の弁済資金の調達方法に関する事項、④回生計

画において予想される額を超える収益金の用途に関する事項、任意的

記載事項、⑤知れている開始後その他債権があるときは、その内容に

関する事項を定めなければならない（193条）。任意的記載事項につ

いては、194条に定めがある。

　　　⑤　回生計画の条件（217、218条）

　回生計画において、回生債権者など、利害関係人の権利の減免など

権利変更条項を定めるにあたり、①回生担保権、②一般の優先権ある

回生債権、③一般の優先権のない回生債権、④残余財産の分配に関す

る優先的内容がある種類の株主、持分権者の権利、⑤その他の優先的

内容が無い株主、持分権者の権利の順で、権利の優先順位を考慮し、

回生計画の条件として、『公正で衡平な次』等をおかなければならな

い（217条）。

　回生計画の条件は、同じ性質の権利を有する者の間で、原則とし

て、平等でなければならない（218条）。

　　　⑥　営業譲渡を目的とした清算型の計画の許容

　清算型の回生計画の一内容として、営業の全部または一部の譲渡を

含めることで、清算価値が継続企業価値より高い場合にも、M&Aを

通じて構造調整をできることとした（222条）。

　　　⑦　債務者の労働組合等の意見聴取

　法院は、回生計画案に関して、①債務者の勤労者の過半数で組織さ
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れる労働組合、もしくは、②そのような労働組合がない場合には、債

務者の勤労者の過半数を代表する者の意見を聴取しなければならない

（227条）。

　　⑵　回生計画案の決議（235～241条）

　　　①　決議の方法

　関係人集会（第３回）において決議され、または、書面決議による

ときは、回生担保権者、一般の優先権ある回生債権者、一般の優先権

のない回生債権者、残余財産の分配に関し優先的内容がある種類の株

主、持分権者、優先的内容がない株主、持分権者として分類された、

組別に、決議しなければならない（236条）。

　　　②　可決の要件

　回生債権者の組、回生担保権者の組、株主・持分権者の組ごとに、

法定される（237条）。

　回生債権者の３分の２以上の議決権を有する者の同意、回生担保権

者の４分の３以上の議決権を有する者の同意（清算または営業譲渡な

どを内容とする回生計画案の場合は、回生担保権者の５分の４以上の

議決権を有する者の同意）、株主・持分権者の議決権の総数の２分の

１以上に該当する議決権を有する者の同意があることが要求される。

　　　③　可決の時期

　原則として、第３次関係人集会の第１期日から２ヵ月以内に可決し

なければならない（239条１項）。例外として、法院は、１ヵ月を超

えない期間の延長ができる（同条２項）。

　回生計画案の可決要件を緩和して、清算を内容とする回生計画案の

可決要件に関し、従来は、担保権者全員の同意を得ることとしていた

のを議決権総額の５分の４以上に該当する議決権を有する者の同意を

得ることへと、要件を緩和している（236条）。

　　⑶　回生計画の認可（242 ～ 246条）
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　　　①　認可の時期（242条）

　関係人集会において可決したときは、法院は、その期日または即時

に宣告した期日において、回生計画の認可決定をしなければならない。

　　　②　認可の条件（243条）

　法院は、243条各号の要件を充たしている場合には、認可すること

ができる。

　そのうち、同条１号は、「回生手続または回生計画が法律の規定に

適合すること」と定めており、労働組合などへの意見聴取等の不実施

の場合には、不認可事由となりうる。

　　　③　同意しない組がある場合

　回生計画案に関し、関係人集会に決議しまたは240条の規定による

書面決議に附する場合、法定の額または数以上の議決権を有する者の

同意を得られない組があるときには、法院は、回生計画案を変更し、

その組の回生債権などのため、その権利を保護する条項を定め、回生

計画認可の決定をすることができる（244条）。

　　⑷　回生計画の認否の決定

　　　①　即時抗告

　回生計画の認可如何の決定に対しては、目録に記載されまたは申告

した回生債権者、回生担保権者、株主、持分権者に限って、即時抗告

をすることができる（247条）。

　　　②　認可決定の効力

　回生計画は、認可の決定時から効力を有する（246条）。反面、不

認可決定は、確定時より効力を有する。

　回生計画は、債務者、回生債権者、回生担保権者、株主、持分権

者、回生のために債務を負担しまたは担保を提供した者、新会社に対

して、効力を有する（250条１項）。

　６）回生計画認可後の手続
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　　⑴　回生計画の遂行

　回生計画認可の決定があるときは、管理人は、遅滞なく、その計画を

遂行しなければならない（257条１項）。

　　⑵　回生計画の変更

　回生計画認可の決定があった後、やむを得ない事由により、回生計画

に定めた事項を変更する必要が生じたときには、回生手続が終結する前

に限り、法院は、管理人、債務者または目録に記載され申告した回生債

権者、回生担保権者、株主、持分権者の申請により、回生計画を変更す

ることができる（282条１項）。

　　⑶　回生手続の終了

　回生手続にしたがった弁済がはじまったときは、法院は、管理人若し

くは、目録に記載または申告した回生債権者・回生担保権者の申請によ

り、または、職権で、回生手続終結の決定をする（283条）。

　７）回生手続の廃止

　回生手続の廃止は、回生手続が開始された後、その実効性が伴わず、途

中で、その手続を終結させることを意味し、回生手続では、①回生計画案

提出命令前の廃止（285条）、②回生計画認可前の廃止（286条）、③申請

による廃止（287条）、④回生計画認可後の廃止（288条）がある。

　８）Ｍ&Ａ

　回生手続開始以後、回生計画認可前においても、管理人は、必要がある

と認められる場合、法院の許可を得て、債務者の営業または事業の全部、

重要な一部を譲渡することができるとして、M&Aを通じた債務者の早期

回生を企図している（62条）。

　三　韓国の倒産処理手続における労働者の権利保護

１．「賃金債権保障法」

　日本においても、企業等の危機的状況における労働者の権利保護として、
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労働福祉事業団による立替払い事業（7）、破産法上の給料の請求権等の弁済の

許可（破101条）（8）、退職金債権の保護（9）などの諸方策が採られている。こ

の点、韓国において、倒産時という危機的状況下における労働者の権利保護

⑺　企業の倒産は、とりわけ被用者には深刻な影響をもたらすため、破産法では、

未払いの労働債権について、他の債権者に比べて、一定の保護を破産手続上与

えられている。しかし、破産という極限状態では、これらの保護も十分とはい

えないため、企業の倒産に際して、被用者の賃金の未払い分を労働者健康福祉

機構が事業主に代わって立替払いを行うことを主たる目的とする制度が存在す

る。1976年に制定された「賃金の支払の確保等に関する法律」（昭和51年法律

第34号）に基づく未払賃金の立替払い事業である。立替払いの事由は、事業主

に破産手続の開始、特別清算命令、整理開始命令、再生手続開始決定、更生手

続開始決定があったことなどである（同法施行令２条１項）。これらの事由が生

じた場合において、被用者が一定の時期に退職したときで、その退職前６ヶ月

以内における定期給与または退職手当の一部が未払いになっているときは、立

替払の対象となる未払給料債権などの総額に対する立替えの上限は、退職日の

年齢に応じて、88万円、176万円、296万円の３段階を限度として、労働者健康

福祉事業団が立替えを行う（同法７条参照）。この点については、吉田清弘＝野

村剛司『未払賃金立替払制度』（きんざい、2013）10頁以下など参照。

⑻　使用者が破産した場合にあって、優先的破産債権である給料の請求権または

退職手当の請求権について届出をした破産債権者が、これらの破産債権の弁済

を受けなければ、その生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、

裁判所は、最後配当などの許可があるまでの間、破産管財人の申立てによりま

たは職権で、その全部または一部の弁済を許可することができる（破101条１項

本文。なお、破201条４項・同205条前段・同209条３項前段）。弁済の許可は、

その弁済により財団債権または他の先順位もしくは同順位の優先的破産債権を有

する者の利益を害するおそれがないときに限られる（破101条１項ただし書き）。

⑼　退職金は賃金の後払いたる性質を有するため、破産手続開始時に被用者が有

する退職金債権は、破産手続開始前の労務の提供の対価と見なされ、かつ、退

職という将来の事実によって現実化する権利として、破34条２項の将来の請求

権に該当し、破34条３項２号との関係で、破産手続開始前の期間に対応する部
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について、どのような法的保護が講じられているのかについて、簡略な紹介

を試みたい。

　韓国では、1998年２月20日（法律第5513号）として、「賃金債権保障法」

が制定され、1998年７月１日より施行されている。この法律は、景気の変

動および産業構造の変化等により、事業の継続が不可能もしくは企業の経営

が不安定となり、賃金を支給されることができなかった状態で退職した勤労

者に、賃金支給を保障する措置を講じることによって、勤労者の生活安定に

尽くすことを目的とする（同法１条）。

　同制度によれば、国家が、企業が倒産し、賃金、休業手当および退職金の

支給を得ずに退職した勤労者に、事業主に代わり支給する賃金、休業手当、

退職金として、「替当金」を支給し、労働者とその家族の生活を支えようと

するものである。

　替当金支給の要件としては、⑴事業主の要件、⑵勤労者の要件、⑶支払要

件の３つを備えなければならない。

　まず、⑴事業主の要件についてみると、①事業主が産災保険の適用対象と

なる事業の事業主でならない（同法３条）、②常時使用する勤労者の数が

300人以下でなければならない（同令５条）、③法の適用対象となる事業の

事業主となり６ヵ月以上当該事業を行わなければならない（同施行令８条）

を充たさなければならない。

　つぎに、⑵勤労者の要件としては、替当金の支給対象となる勤労者は、退

職基準日の１年前となる日以降、３年以内に当該事業または、事業場から退

職した勤労者であること（同施行令７条）が必要となる。

　最後に、⑶替当金の支払要件であるが、①法院による裁判上の倒産類型と

して、破産宣告または、回生手続開始決定、②地方労働官署の長による倒産

等の事実確認が求められる。

　上記要件を充たした場合、替当金が支給されるが、その範囲は、次のとお

りである。すなわち、最後の３ヵ月分の賃金または休業手当及び最後の３年
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間の退職金のうち未払額（勤労基準法38条２項、46条及び勤労者退職給与

保障法11条２項）が支給対象となる。日本の労働福祉事業団による立替払

いが、法律上の倒産の場合、事業者の規模を問わず、また、期間の制限をし

ていないところからみると、今後、この点について、比較法研究を進める必

要があると考える。

　　具体例を、表で示す。　

支給される替当金
の月定上限額

30歳未満
30歳以上、
40歳未満

40歳以上、
50歳未満

50歳以上

賃金・退職金 150万ウォン 240万ウォン 260万ウォン 210万ウォン

休業手当 105万ウォン 168万ウォン 182万ウォン 147万ウォン

※替当金として支給する金額は、支給保障の範囲である「最後の３ヵ月分の
賃金または休業手当および最後の３年間の退職金のうち未支給額」と「替
当金の上限額」のうち、少ない方の金額である。例）退職当時47歳である
退職勤労者が月給200万ウォン中150万ウォンが未払のある場合、替当金
の月定上限額が260万ウォンとなり、替当金は150万ウォンとなる（10）（11）。

２．倒産処理手続と勤労契約

　２）管理人型企業回生手続と勤労契約（12）

分は、その４分の１が破産財団に帰属する。

⑽　文濠俊・前掲注⑴596頁の例による。

⑾　参考として、日本の破産法上の使用人の給料等については、使用人の給料な

ど（破149条として、破産手続開始前３ヵ月間の破産者の使用人の給料の請求権

（同条１項）および破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請

求権は（当該請求権の全額が破産債権であるとした場合に劣後的破産債権とな

るべき部分を除く）、退職前３ヵ月の給料の総額に相当する額が財団債権とされ

る（同条２項）。

⑿　朴承斗「統合倒産法上 各手続의 進行이 勤労関係에 미치는 影響」南考淳＝金

載亨『統合倒産法』（法文社、2006）611頁以下参照。
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　　⑴　企業回生手続が勤労関係に及ぼす影響

　韓国においては、回生手続が、勤労関係（労働関係）に及ぼす影響と

して、体系書などにおいて、以下のように、説明されているので、紹介

する。

　　　①　勤労関係の存続

　企業回生手続が進行中の企業の経営権は、保全管理人または管理人

に移転するため、会社と勤労者間の勤労関係も継続すると解釈され

る。したがって、会社の既存経営者は、勤労関係上、使用者の概念か

ら、外れることになる。

　　　②　団体協約に及ぼす影響

　憲法において労働三権を保障し、労働三権の行使結果として団体協

約が誕生したため、企業に対して、企業回生手続が開始されたとして

も、既存の団体協約を無効とする理由とはならない。したがって、今

後、団体協約の改定を別として、いったん、企業に対して、企業回生

手続が開始されたとしても、既存の団体協約が管理人にも、そのまま

適用されるとみるべきである。

　　⑵　回生手続開始後勤労契約の解止可能性

　　　①　双方未履行の双務契約に関する規定の適用

　統合倒産法は、管理人が相手方にその債務の履行を請求する代わ

り、管理人の責任、すなわち、共益債権として会社の債務を履行する

ことで、双務契約の両当事者間の対価関係を積極的に保障し、または

契約の解除によって双方の債務をすべて消滅させる等、これを消極的

に保障することで、契約の相手方の利益を保護している（119条１項）。

　まず、管理人から相手方に、契約の解除をした場合には、生じた損

害賠償請求権は、回生債権となる（121条１項）。他方で、契約の履

行をした場合には、相手方が会社に対して有する債権は、共益債権と

なる（179条７号）。
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　これに対して、相手方から管理人に、契約の解除、解止または履行

の選択の催告（119条２項前段）をした場合、30日以内に確答がない

ときは、解除、解止権の放棄（119条２項後段）とみなされる。

　この規定の勤労契約に対する適用については、肯定説が双方未履行

の双務契約（119条）であるとするものの、団体協約には適用しない

（122条２項）ため、勤労契約にも適用しないとする少数意見もある（13）。

　　⑵　団体協約の効力

　学説は、管理人は、団体協約を遵守しなければならない（122条２

項）として、一致している。

　　⑶　整理解雇の可能性

　勤労基準法は、使用者が緊迫した経営上の必要がある場合、このよう

な経営上の理由によって勤労者を解雇することができ（勤基31条１項

本文）、経営悪化を防止するため事業の譲渡、引受、合併は緊迫した経

営上の必要があるとみると規定している（勤基31条１項ただし書）。

⒀　朴承斗・前掲注⑴614頁以下。

⒁　緊迫した経営上の必要につき、企業が現実的に倒産の危機に直面し、その危

機を打開するために整理解雇以外の他の方法がない状態において倒産の回避ま

たは緊急避難の手段として解雇をする場合に限定して、解釈する（김선수「整理

解雇条件으로서의 緊迫한 経営上의必要」서울大学労働法研究会『労働法研究⑶』（

1993）３頁）。

⒂　緊迫した経営上の必要につき、現実的に企業が倒産危機に直面していないが、

倒産を予防するため、整理解雇が不可避な場合と解する（이병태『最新労働法』（中

央経済、2002）653頁）。すなわち、「かならず企業が倒産危機に至る程度と緊

迫感をその要件とはしないと解する。ただし、構造調整、技術革新、または業

種転換等が行われなければ経営の存立が危殆に陥り、または正常的な経営活動

が大きく萎縮し他の競争業者との競争から脱落する可能性があるときは、緊迫

な経営上の必要がある場合として解さなければならないとする（김형배『労働法』

（博英社、2002）451 ～ 452頁）。
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　「緊迫した経営上の必要」について、学説は、①倒産危機打開説（14）、

②倒産危機予防説（15）、③経営合理化措置説（16）が唱えられている。これ

に対し、判例は、①相対的拡張解釈説（17）、②相対的縮小解釈説（18）に分

かれる。

　３）DIP型企業回生手続と勤労関係

　　⑴　DIP型企業回生手続が勤労関係に及ぼす影響

　DIP型回生手続において、まず、①勤労関係に及ぼす影響として、学

説は、勤労関係には、基本的に変化は生じないとし、双方未履行の双務

契約が適用（119条１項）されるとする。つぎに、②団体協約に及ぼす

影響について、学説は、既存の団体協約の効力には、なんら、影響を及

ぼさない（122条２項）と指摘する。ただし、具体的な状況に応じ、勤

労基準法において規定した整理解雇の要件を充足する場合があるため、

この場合、解止たる解雇が可能となる。しかし、この場合も、勤労基準

法の最低基準原則または勤労条件有利の原則からみて、団体協約がその

効力を喪失するのではないという制限を付している。そして、債権者か

⒃　緊迫した経営上の必要につき、人員の削減に対する企業経営上の合理性が認

められる場合と解する。すなわち、継続的に経営が悪化したり、経営悪化がな

くとも「生産性向上又は競争力強化のために構造調整または技術革新を行った

り業種を転換する場合にも経営解雇が認められる」とする（이상윤『労働法』（法

文社、2002）448頁）。

⒄　大判1991.12.10,91다8647は、整理解雇の一要件である「緊迫した企業経営上の

必要性」とは、必ず企業の倒産を回避するためであることに限定する必要はなく、人員削

減が客観的にみて合理性があると認められるときには、同要件があると広くみなければ

ならないと判示する。

⒅　大判1995.11.24,94누10931は、赤字状態が慢性的であり、今後も継続してこの

ような状態が維持される可能性があるときには、緊迫した経営上の必要性があるとみ

なければならず、引き受ける会社の要求があったとして直ちに整理解雇の要件となる

ほど急迫した必要があるとみることはできないと判示する。
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ら回生計画案の同意を得る場合には、団体協約の改定の問題であり、既

存の団体協約の効力に関する問題ではないとする。

　　⑵　整理解雇の可能性

　前述した倒産危機予防説、経営合理化措置説によれば、整理解雇の要

件に該当すると解する余地があるとするが、倒産危機打開説に立つ場

合、整理解雇の要件に該当すると解さない余地があると解されている（19）。

　４）破産手続と勤労関係

　　⑴　破産手続開始が勤労関係に及ぼす影響

　　　①　勤労関係の存続

　韓国の破産手続においても、管理処分権は、破産管財人（384条）

に専属する。企業の法人性が維持される間は、そのまま勤労関係は存

続し、代表者たる破産管財人が使用者としての責任を負うと解されて

いる。

　　　②　団体協約に及ぼす影響

　団体協約が破産管財人に承継されるか否かという点につき、学説

は、他の双務契約と同じく、団体協約のうち破産宣告を、特別に失効

事由として定めていない限り、破産宣告により当然に失効するもので

はなく、団体協約の効力は、当事者間に維持されるとする（20）。

　　⑵　勤労契約の解止可能性

　　　①　双方未履行双務契約に関する適用

　破産管財人による解除と履行の選択（335条１項）についてみる

と、破産管財人から相手方に、契約の解除を申し出た場合、生じた損

⒆　韓国勤基31条１項ただし書では、経営悪化を防止するための事業の譲渡、引受、

合併は、整理解雇の要件に含めているため、この場合には、整理解雇が可能で

あると解されている。

⒇　서울地方法院『破産事件実務（改訂版）』（서울地方法院、2001）94頁。
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害賠償請求権は、破産債権となる（337条１項）。他方、契約の履行

を求めた場合、相手方が会社に対して有する債権は、財団債権となる

（473条７号）。

　これに対して、相手方から破産管財人に、契約の解除または履行の

選択の催告（335条２項前段）をした場合において、相当の期間内に

破産管財人が確答しないときは、解除したものとみなされる（335条

２項後段）。

　　　②　勤労契約への適用

　勤労契約には、民法の特則（韓国民法658条）が適用され、双方未

履行の双務契約に関する破産手続の規定が適用されるとする見解は、

韓国においても、みあたらない。すなわち、破産宣告を受けた場合に

は、雇用における期間の約定がある場合であっても、労務者または使用

者の破産管財人のいずれも契約を解止することができる。それぞれの当

事者に相手方に対する解止如何に対する催告権が認められる（339条）。

　破産手続の場合は、韓国勤労基準法に規定された整理解雇の要件を

充足させるため、これにより勤労契約の解止が可能となる。

　　　③　団体協約の効力

　回生手続には、双方未履行の双務契約に関する規定が団体協約に適

用されないという明文規定があるが、破産手続にはそのような規定が

ない。そこで、破産手続においては、団体協約においても、双方未履

行の双務契約に関する規定を適用し、破産管財人は、団体協約を解除

することができるかということが論点となる。

　韓国における学説では、団体協約が破産管財人の業務遂行に支障を

及ぼすこともあり、また破産の本質は、企業の解体、清算にあるため、

�　朴承斗・前掲注（12）630頁。日本の学説の紹介として、双方未履行の双務契

約は団体協約にも適用されるが、ただし、団体協約の規定が円滑に管財事務遂
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破産管財人は、団体協約を解除することができるとし、双方未履行の

双務契約の規定は、団体協約にも適用されるとする（適用肯定説）（21）。

　これに対して、団体協約への適用否定説として、団体協約のうち、

会社の存続のための条項は効力を失い、団体協約は清算の目的の範囲

内において効力を有する（団体協約の自動変更原則）とする説も、一

部主張されている。

　　⑶　整理解雇の可能性

　倒産危機打開説、倒産危機予防説、経営合理化措置説は、明確に論じ

ていないが、各学説の内容上、破産手続の進行に関しては、すべて、整

理解雇の要件に該当すると解される。学説上、破産手続の場合、整理解

雇の必要性が認定されることに異論はない。

３．倒産処理手続と労働者の手続関与権

　日本においては、労働組合などの手続関与権（22）として、民事再生法では、

労働組合の意見聴取（民再42条２項、174条）、債権者集会の期日の通知（民

再115条３項）、財産状況報告集会における労働組合等の意見陳述（民再126

条３項）、再生計画案における労働組合の意見を求めること（民再168条）、再

生計画の認可・不認可決定の結果の通知（民再174条）などが挙げられ、会社

行の妨害とならないということを労働組合が証明した場合、解除権が否定され

るとする学説（伊藤眞・『破産法・民事再生法』（有斐閣、第３版、2014）399頁）

が、引用されている。

�　中島弘雅「営業譲渡による倒産処理と労働者の権利保護」谷口安平先生古稀

祝賀『現代民事司法の諸相』（成文堂、2005）545頁以下、池田悠「倒産時の労

働者代表の手続的関与」山川隆一ほか編『環境変化の中での労働政策の役割と

手法』（労働問題リサーチセンター、2013）76頁以下、同「倒産手続下での労

働者代表の関与－現行法の状況と改正に向けた課題－」北法65巻６号（2015）

1647頁以下など参照。
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更生法上も、同様である（会更46条３項３号、同115条３項、同85条４項、

同188条、同199条５項、同条７項）とされる。再生債務者や更生管財人が再

生計画案や更生計画案の作成段階において労働組合の意見を聴取しなかった場

合には（民再168条、会更46条３項３号違反）、再建計画の不認可事由となる

（民再174条２項１号、会更199条２項１号）。

　この点、韓国においても、227条において労働組合など意見の聴取が、明文

の規定で定められており、これに違反すると、243条の回生計画の認可の取消

事由になると解されるが、労働者などの手続保障、手続関与について、今回の

リサーチでは、学説の深化をみいだすことはできなかった。今後の課題としたい。

４．韓国における倒産処理手続上の整理解雇をめぐる諸問題
（23）

　韓国における整理解雇をめぐる問題に関しては、文聖昊「韓国における整

理解雇法理の紹介」「倒産と労働」実務研究会編『詳説倒産と労働』（商事法

務、2013）142頁以下に譲ることとし、最近の再建型倒産処理の著名な事

件として、

�　詳しくは、中島弘雅「企業倒産に伴う労働法上の問題点」法研83巻１号223

頁、池田悠「再建型倒産手続における労働法規範の適用　再建と労働者保護の

緊張関係をめぐる日米比較を通じて⑴～（５・完）」」法協128巻３号559頁以下、

同128巻８号2035頁以下、同128巻９号2232頁、同128巻10号2550頁以下、同

128巻11号2837頁以下、同「会社更生手続における整理解雇の有効性」「倒産と

労働」実務研究会編『概説倒産と労働』（商事法務、2012）156頁以下、「倒産

と労働」実務研究会編『詳説倒産と労働』（商事法務、2013）16頁以下の論文、

森倫洋「再建型倒産手続（民事再生法・会社更生法）における解雇について－

整理解雇を中心に」田原睦夫先生古稀・最高裁判事退官記念論文集『現代民事

法の実務と理論下巻』（きんざい、2013）644頁以下、藤原稔弘「整理解雇」土

田道夫＝山川隆一『労働法の争点』（有斐閣、2014）78頁以下及び同書引用論

文などを参照されたい。
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　①　雙龍自動車株式会社事件

　　　大法院第３部2014．11．13．宣告2014다20875判決

　　　　　　　　　2014．11．13．宣告2014다20882（併合）　

　②　大林自動車工業株式会社事件

　　　大法院第２部2014．12．24　宣告2014다13556判決

　があることを指摘するにとどめる（上記①および②の判例の詳細について

は、金炳学＝池田悠＝中島弘雅「倒産労働法研究会　韓国整理解雇事件実態

調査報告書」行政社会論集28巻２号所収予定を参照されたい）。

５．小括　韓国の破産手続・回生手続の比較

　以上、韓国の再建型倒産処理手続につき、労働者の権利保護を中心に若干

の紹介を行ったが、紙幅との関係上、韓国の破産手続については、下記の比

較表を用いて、簡潔に示したい。
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【韓国の破産手続・回生手続の比較表】

区　分 破産手続 回生手続（管理人型・DIP型）

原　　因 　債務者が支給不能または

支給を停止した場合（法人

はその財産から債務を完全

弁済することができない場

合にも可能）

①　事業の継続に著しい支障をもたらすこ

となく弁済期にある債務を弁済すること

ができない場合（事業継続危殆事実）

②　債務者に破産の原因である事実が生じ

るおそれがある場合（破産原因前兆事実）

申請権者 ①債権者、②債務者、③準

債務者（法人－理事、清算

人、合名合資会社－無限責

任社員、株式会社－理事）

①　債務者

②　債務者が株式会社である場合、

イ）資本の10分の１以上に該当する債権

を有する債権者

ロ）株式発行総数の10分の１以上に該当

する株式を有する株主

ハ）債務者がロでない場合

　ⅰ）５千万ウォン以上の債権を有する

債権者

　ⅱ）出資総額の10分の１以上の出資持

分を有する持分権者

法的効果 　法院は、破産宣告と同時

に破産財産の管理、処分権

を有する破産管財人を選任

　破産財団所属財産に対す

る強制執行、仮差押え、仮

処分の効力の喪失

　法院は、回生手続開始の決定と同時に経

営権と財産の管理、処分権を有する管理人を

選任しまたは管理人を選任せず既存債務者

（会社代表者）を管理人とすることができる

　債務者財産に対する強制執行の禁止、整

理債権、整理担保権に対する整理手続に寄

らず弁済しまたは消滅させる行為の禁止

終　　結 　破産財産に対する配当が

終結した場合、法院は破産

終結を決定

回生手続の終結

　回生計画が既に遂行されまたは今後回生

計画の遂行に支障があると認められず、回

生手続の目的を達成することができると判

断される場合、法院が、管理人または利害

関係人の申請または職権により回生手続を

終了させること

勤　　労 

関　　係

①　勤労契約―韓国民法658条

②　団体協約－双方未履行

の双務契約（335条１項）

の適用につき争い有り

①　勤労契約－双方未履行の双務契約の適

用（119条１項）

②　団体協約－双方未履行の双務契約の適

用排除（122条２項）

勤　　労 

債　　権

財団債権（473条10号、11号）共益債権（179条１項10号、11号）
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　四　「企業構造調整促進法（企促法）」

【韓国における倒産処理スキーム
（24）

】

手続主導者
営　業

解　体 変　形 維　持

債務者 清算

営業譲渡 合併 私的整理

債権者 個人 Workout 企促法上の措置 銀行管理

法院 破産 回生

政府 産業合理化措置 Big deal Workout

１．概　　要

　企業構造調整促進法（以下、「企促法」とし、条文数では「企」と略す）

とは、ワークアウトを法定化したものであり、法に基づく強制的債務再調整

手続である（25）。いままで、４次にわたり、時限立法として、制定されてい

る。すなわち、第１次企促法（2001年法）時限立法（2005年末まで）、第

２次企促法（2007年法）時限立法（2010年末まで）、第３次企促法（2011

年法）時限立法（2013年末まで）、第４次企促法（2014年法）時限立法

（2015年末まで）の４次にわたり、制定施行されてきた。

　日本においては、本法律の条文和訳が公表されていないことと合わせ、全

体の手続のイメージを補完すべく、末尾に参考資料として、全文和訳を付し

た。そのため、ここでは、きわめて簡略に、全体像を俯瞰することにする。

�　呉守根「韓国新倒産法制の概要」際商36巻６号727頁の分類による。

�　2001年法につき、呉守根「企業構造調整促進法批判」梨花女子大学校法学論

集６巻１号（2002）283頁以下、2014年法につき、呉守根「韓国における企業

構造調整促進法－議論および展望」伊藤眞先生古稀祝賀論文集『民事手続の現

代的使命』（有斐閣、2015）731頁以下、権奇範『企業構造調整法』（三英社、

2014）１頁以下、イ・サンウク=パク・サンホ=カン・ソンホ『企業回生法講義』

（知元出版社、2014）など参照。
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　企促法の目的は、市場機能による常時的な企業構造調整の促進することに

ある（企１条）。

　企促法の適用範囲として、①債務者は、信用供与額が500億ウォン以上の

企業のみに限られる（企２条４号）、②債権者は、韓国内で営業する金融機

関のみに限られる（企２条１号）、③金融機関が保有する債権のうち、信用

供与に該当する債権のみに限られる（企２条６号）という３つに限定されて

いる。

２．管理手続（ワークアウト）

　１）管理手続の主体

　管理手続の主体は、①主債権銀行、②債権金融機関協議会（当該企業の

債権金融機関によって構成）、③債権金融機関調停委員会によって、進行

する。

　それぞれの役割であるが、①主債権銀行は、協議会の招集および運用を

主管する（企15条２項）。

　　②　協議会は、議決権を通じて不実兆候企業の認定、管理手続の開始およ

び継続の可否の決定、債権行使の猶予期間の決定および延長、経営正常

化計画の実施のための約定の締結および履行の点検、債権の再調整また

は信用供与計画を樹立する（企17条、同18条１項）。

　　③　調停委員会は、不実兆候企業の効率的な整理および債権金融機関との

意見の調停を行う（企22条１項）。

　　④　不実兆候企業とは、外部からの資金支援または別途の借入（常時的な

金融取引で発生する借入を除く）がなければ、金融機関からの借入金の

償還が困難であると認められる企業を指す（企２条５号）。

２）手続の進行

　主債権銀行は、取引企業の信用危険を評価した結果、不実兆候企業に該当

すると判断する場合には、その事実および次の管理手続の開始を申請する可
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能性があることを、該当企業に通知しなければならない。すなわち、①協議

会による債権金融機関の共同管理、②債権銀行協議会による債権銀行の共同

管理、③主債権銀行による銀行管理の対象となる （企４条１項、同条４項）。

主債権銀行は、管理手続を強制することはできないが、事実上、満期にて資

金回収を実施する可能性があるため、間接的な強制であるといわれている（26）。

　通知を受けた不実兆候企業は、事業計画書などを添付して、主債権銀行に

対して、管理手続の開始を申請することができる（企４条３項）。

　主債権銀行は、申請を受けた日から、７日以内に、管理手続を開始するか

否かの決定をするための協議会の招集を通知しなければならない（企４条４

項）。

　主債権銀行は、債権金融機関共同管理手続を開始するための協議会を招集

する場合には、その事実を、「金融委員会の設置などに関する法律」により

設立された金融監督院の院長に通知しなければならない。この場合には、金

融監督院長は、債権金融機関に協議会が招集通知された日から１次協議会が

招集される日までに、該当企業に対する債権行使を猶予するように要請する

ことができる （企６条１項）。

　債権金融機関は、対象企業の規模、債権金融機関の数等を勘案して、招集

が通知された日から７日以内に招集される１次協議会において、債権行使の

猶予期間を、猶予開始日から１ヶ月（資産借金の実態調査が必要な場合には

３ヶ月）を超過しない範囲で定め、１回に限定して、１ヶ月の範囲において

延長することができる（企６条２項）。

　債権金融機関は、共同管理手続を開始するための協議会の招集の通報を受

けた日から５日以内に、主債権銀行に対して、招集通知である前日を基準と

して該当企業に対する信用供与額を申告しなければならず、金融機関は、申

�　呉守根・前掲注�伊藤眞先生古稀祝賀736頁。
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告された信用供与額に比例して、協議会で議決権を行使する（企19条１項、

２項）。

　外部専門機関の評価として、主債権銀行または協議会は、不実兆候企業に

対して、その企業と協議して選任した会計法人など外部専門機関から、資産

借金実態調査および継続企業としての存続能力評価などを受けるように要求

することができる（企７条１項）。

　外部専門機関の評価の結果、再建の見込みがあると判断されたとき、債権

金融機関は、不実兆候企業の経営正常化のため、協議会の議決により、該当

企業に対して、債権再調整または新規信用供与をすることができる。債権再

調整に関する協議会の議決は、債権金融機関の担保債権総額中４分の３以上

の担保債権を保有した債権金融機関が賛成することで効力を有する（企10

条１項、２項）。協議会は、第５条による共同管理手続が開始された不実兆

候企業と第６条の債権行使猶予期間内に議決を経て、該当企業の経営を正常

化するための計画（以下、「経営正常化計画」という）の履行のための約定

（以下、「約定」という）を締結しなければならない（企８条１項）。この約

定書の中には、（企８条２項）第２号および第３号による事項と関連して、

該当企業の労働組合または株主など利害関係人の同意が必要な事項に対する

同意書が含まれる（企８条２項４号）。

　決議に反対する債権金融機関は、①反対債権者の債権買収請求権（企20

条）、②協議会議決取消しの訴え（企18条の２）をすることができる。

３）問題点と課題　

　企促法の諸問題については、かねてから、呉守根教授が説かれていらっ

しゃるところであるので（27）、ここでは、①必要性の議論（経済政策を実行

するための必要性、法定倒産手続よりも効率的な債務再調整手続の必要性）、

�　とりわけ、呉守根・前掲注�伊藤眞先生古稀祝賀739頁以下が、詳細かつ鋭

利に、まとめられている。
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②違憲の可能性（対象企業を信用供与額500億ウォン以上の企業に限定した

こと、外国の金融機関および一般債権者は適用対象外となっていること、債

権金融機関は協議会への加入が義務づけられ、議決事項について履行義務が

課されていることは私的自治の原則に反する、債権買取価格が清算価値と

なっており、財産権を侵害する）という諸問題点の紹介にとどめる。

　課題として、回生手続との比較について、若干の検討を試みる。2015年

４月にソウルで行った実態調査で聴き取りを行った結果、回生手続は、再建

が厳しいというネガティブな企業イメージがある一方で、企促法手続（管理

手続）は、比較的再建可能なイメージをもたれ、管理手続に入ったこと自

体、市場に公表するという扱いが行われているようである。この点、私的整

理が、ごくごく内密に行われる日本と比べ、韓国企業の企促法適用は、比較

的オープンに行われていることは、日韓・韓日の両国における再建型スキー

ムの大きな違いのひとつであると考えられよう。

　一点、疑問を呈するとすれば、労働者の権利保護という側面からみると、

企促法８条２項４号において、再建型とはいえ、危機的状況にある企業の経

営正常化計画を、金融機関主導で行うときに、事前に、労働組合などに人

員・組織および賃金の調整などの構造調整に関する同意を求めることは、労

働条件の低下や、場合によっては、整理解雇も考えられ、これについては、

厳格な法理の適用が保障されることが前提となるのではなかろうか。とりわ

け、法院が関与しない企促法（裁判外のワークアウト）では、労働者などの

意見陳述を、誰に対して、どのように保障するのか、裁判外倒産処理手続に

おける労働者の権利保護、手続関与という側面から、理論的な検討が必要な

のではなかろうかと考えられる。

　五　結びに代えて

　以上のように、本稿は、韓国における再建型倒産処理手続について、回生法

と企促法を軸に、労働者の権利保護について、既発表の先行業績を基礎とし



－　　－33

韓国における再建型倒産処理手続の概要－労働者の権利保護に関する若干の分析とあわせて－　（金　炳学）

て、若干の補完を加えたに過ぎない。

　結局、本稿は、日韓・韓日の倒産処理手続を含む民事手続法の比較研究の基

本的視座を整理し、両国の比較倒産労働法研究を中心とした関連領域における

今後の研究課題を提示したにとどまる。

　本稿において、考察を加えることができなかった諸問題については、後日を

期したい。

　本稿の執筆にあたっては、倒産労働法研究会の韓国整理解雇事件実態調査の

事前準備として、2015年４月20日に慶應義塾大学にて行われた研究会にて、

報告させていただく貴重な機会を得ることができたことが、きっかけとなって

いる。

　その後、実施された倒産労働法研究会韓国実態調査（2015年４月26日～ 29

日）に同行させていただき、代えがたい経験をさせていただいた。

　この場をお借りし、池田悠准教授（北海道大学大学院法学研究科）、中島弘

雅教授（慶應義塾大学法科大学院）、徳住堅治弁護士（旬報法律事務所）、服部

明人弁護士（服部明人法律事務所）、森倫洋弁護士（西村あさひ法律事務所）、

加藤正佳弁護士（野田信彦法律事務所）、朴孝淑特任助教（東京大学高齢社会

総合研究機構）、長谷川珠子准教授（福島大学行政政策学類）、成田史子講師

（弘前大学人文学部）に、そして、韓国において、韓国法の真意について、懇切

丁寧に、御教示くださった韓国の諸先生方に、篤く、御礼を申し上げたい。

【参考資料】

大韓民国企業構造調整促進法・同施行令邦語試訳

企業構造調整促進法

制定　2014年１月１日　 法律第12155号

改正　2014年10月15日　法律第12835号

　　　2014年５月２日　 法律第12663号

　　　2014年12月30日　法律第12892号

施行　2015年７月１日

　第１章　総　則

第１条（目的）

　この法律は、企業構造調整が迅速かつ円滑
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に推進されるように必要な事項を規定するこ

とによって、市場機能による常時的な企業構

造調整が促進されるようにすることを目的と

する。

第２条（定義）

　この法律においてもちいる用語の意義は、

次のとおりである。

１．「債権金融機関」とは、該当企業に対し

信用供与をした者として次の各目に該当す

る者をいう。

가．「銀行法」により認可を受けた銀行

（同法第５条第59条により銀行とみなす

者を含む）

나．「韓国産業銀行法」による韓国産業銀

行

다．「韓国輸出入銀行法」による韓国輸出

入銀行

라．「中小企業銀行法」による中小企業銀

行

마．「資本市場および金融投資業に関する

法律」による投資売買業者・投資仲介業

者・集合投資業者・信託業者・総合金融

会社・投資会社・私募投資専門会社およ

び投資目的会社

바．「資産流動化に関する法律」による流

動化専門会社

사．「保険業法」による保険会社

아．「与信専門金融業法」による与信専門

金融会社

자．「相互貯蓄銀行法」による相互貯蓄銀

行

차．「金融会社不実資産などの効率的処理

および韓国資産管理公社の設立に関する

法律」による韓国資産管理公社

카．「預金者保護法」による預金保険公社

타．削除（2014.5.21．）

파．「信用保証基金法」による信用保証基金

하．「技術信用保証基金法」による技術信

用保証基金

거．「預金者保護法」による整理金融機関

너．「産業発展法」第20条による企業構造

改善私募投資専門会社または「産業発展

法」（法律第9584号産業発展法全部改正

法律で改正される前のことをいう）第

15条により登録された企業構造調整組

合およびその組合の業務執行組合員の企

業構造調整専門会社

더． 「貿易保険法」により設立された韓国

貿易保険公社

러．「農業協同組合法」による農協銀行

머．その他の法律により金融業務を行う機

関として大統領令が定める者

２．「債権銀行」とは、債権金融機関中銀行

業を規則的・組織的に営む金融機関をい

う。

３．「主債権銀行」とは、該当企業の主たる

債権銀行（主たる債権銀行がない場合には

信用供与額が最も多い銀行）をいう。この

場合、主債権銀行の選定および変更などに

関する事項は、大統領令に定める。

４．「企業」とは、債権金融機関から信用供

与を受けた会社として、信用供与額の合計

が500億ウォン（以下、この号において、

「基準金額」という）以上の会社をいう。

この場合、不実兆候企業と認定された後、

債権再調整・債務返済などで信用供与額の

合計が基準金額未満に減少した場合にも、

これを企業とみなす。

５．「不実兆候企業」とは、取引企業に対す

る信用危険評価を通じて、主債権銀行また

は第15条による債権金融機関協議会（以

下、「協議会」という）が、外部からの資

金支援または別途の借入（正常な金融取引

で発生する借入は除く）がなくしては金融

機関からの借入金償還が難しいと認められ

た企業をいう。

６．「信用供与」とは、次の各目のいずれか

ひとつに該当することとして、金融委員会

が決めることをいう。

가．貸出し

나．手形および債権買入れ

다．施設貸与
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라．支給保証

마．支給保証による貸支給金の支給

바．取引相手方の支給不能時、これによっ

て金融機関に損失をもたらした取引

사．金融機関が直接的に가目から바目まで

の規定に該当する取引をしたのではない

が、実質的にこれに該当する結果をもた

らす取引

７．「債権再調整」とは、債権金融機関が保

有債権に対し償還期日の延長、元利金減

免、貸出金の出資転換、その他、これに準

ずる方法によって調整することをいう。

第３条（他の法律との関係）

　この法律は、企業構造調整などに関して、

規定している他の法律（「債務者回生および

破産に関する法律」は除く）に優先して、適

用する。

　第２章　不実兆候企業の構造調整

第４条（不実兆候企業の管理）

①　主債権銀行は、取引企業の信用危険を

評価した結果、不実兆候企業に該当する

と判断する場合には、その事実および第

４項各号に該当する管理手続の開始を申

請する可能性があることを、該当企業に

通知しなければならない。

②　主債権銀行でない債権銀行は、取引企

業の信用危険を評価した結果、不実兆候

企業に該当すると判断する場合には、そ

の事実を、遅滞なく、主債権銀行に通知

しなければならない。

③　第１項による通知を受けた不実兆候企

業は、主債権銀行に対して、事業計画書

などを添付して、第４項各号に該当する

管理手続の開始を申請することができる。

④　主債権銀行は、不実兆候企業から第３

項による申請がある場合には、申請を受

けた日から７日以内に、次の各号のいず

れかひとつに該当する管理手続の開始有

無を決定するための協議会または第13

条第１項による債権銀行協議会（以下、

「債権銀行協議会」いう）の招集を通知

しなければならない。ただし、第３号に

該当する管理手続の開始有無を決定する

場合には、この限りではない。

１．第５条に基づく協議会による債権金

融機関共同管理

２．第13条に基づく債権銀行協議会に

よる債権銀行の共同管理

３．第14条に基づく主債権銀行による

管理

⑤　第４項各号に該当する管理手続が開始

された場合にもかかわらず、該当企業ま

たは債権金融機関は「債務者回生および

破産に関する法律」による回生手続を申

請することができる。この場合、回生手

続開始または簡易回生手続開始の決定が

ある場合には、第４項各号に該当する管

理手続は、中断されたものとみなす。

　（改正2014.12.30．）

⑥　主債権銀行または協議会は、第１項ま

たは第４項による通知をする前に、出資

転換または担保などで取得しまたは処分

委任であることを受けた株式を第三者に

売却して、経営正常化を推進することが

できる。この場合には、第１項または第

４項による通知をしないことができる。

第５条（債権金融機関共同管理）

　債権金融機関は、不実兆候企業から第４条

第３項による申請があるとき、事業計画書な

どを評価して、経営正常化可能性があると判

断する場合には、協議会の議決を経て、債権金

融機関共同管理手続を開始することができる。

第６条（債権行使の猶予）

①　主債権銀行は、第５条による債権金融

機関共同管理手続を開始するための協議

会を招集する場合には、その事実を、

「金融委員会の設置などに関する法律」

により設立された金融監督院の院長（以

下、「金融監督院長」という）に通知し

なければならない。この場合には、金融

監督院長は、債権金融機関に協議会が招
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集通知された日から１次協議会が招集さ

れる日までに、該当企業に対する債権行

使（担保権行使を含み、時効中断のため

の手形交換回付は除く）を猶予するよう

に要請することができる。

②　債権金融機関は、対象企業の規模、債

権金融機関の数等を勘案して、招集が通

知された日から７日以内に招集される１

次協議会において、債権行使の猶予期間

を猶予開始日から１ヶ月（資産借金の実

態調査が必要な場合には３ヶ月）を超過

しない範囲で定め、１回に限定して、

１ヶ月の範囲において延長することがで

きる。

③　協議会が、第２項により債権行使の猶

予期間を定めることができず、または、

債権行使猶予期間の終了日まで対象企業

の第８条第１項による経営正常化計画を

確定できない場合には、その次の日から

対象企業に対する債権金融機関共同管理

手続は、中断されたとものとみなす。

第７条（外部専門機関の評価）

①　主債権銀行または協議会は、不実兆候

企業に対して、その企業と協議して選任

した会計法人など外部専門機関から、資

産借金実態調査および継続企業としての

存続能力評価などを受けるように要求す

ることができる。

②　債権金融機関は、不実兆候企業が、第

１項による要求を、正当な事由なく、履

行しない場合には、該当企業に信用供与

をせずまたは中断することができる。

第８条（経営正常化計画の履行のための約定）

①　協議会は、第５条による共同管理手続

が開始された不実兆候企業と第６条の債

権行使猶予期間内に議決を経て、該当企

業の経営を正常化するための計画（以

下、「経営正常化計画」という）の履行

のための約定（以下、「約定」という）

を締結しなければならない。

②　約定には、該当企業の経営正常化のた

め、次の各号の事項が含まれなければな

らない。

１．売上額・営業利益など該当企業の経

営目標水準

２．第１号による目標水準を達成するた

めに必要な該当企業の人員・組織およ

び賃金の調整などの構造調整計画と新

株の発行、資本の減少などの財務構造

改善計画などを含めた具体的な履行計

画。この場合、その履行期間は１年以

内の期間とするものの協議会の議決に

よって、延長することができる。

３．第１号による目標水準を達成できな

い場合に、総人件費の調整など該当企

業が追加的に推進する履行計画

４．第２号および第３号による事項と関

連して、該当企業の労働組合または株

主など利害関係人の同意が必要な事項

に対する同意書

５．該当企業の経営正常化に必要な流動

性を支援するために樹立される債権再

調整および信用供与計画

６．第三者売却、経営委託等を通して、

経営を正常化する場合、その具体的な

計画

７．その他に企業の経営正常化のために

必要な事項として大統領令に定める事

項

第９条（約定の履行点検）

①　主債権銀行は、約定の履行実績を、分

期別に、点検しなければならない。

②　不実兆候企業は、主債権銀行が、第１

項による点検のために、該当企業に対し

て、業務または財産に関する報告、資料

の提出、関係者の出席および陳述などを

要求した場合には、それに応じなければ

ならない。

③　主債権銀行は、第１項による点検結果

を基礎として、該当企業に対する共同管

理の持続有無および該当企業の経営正常

化の可能性を定期的に評価・点検して、
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協議会に報告しなければならない。この

場合、共同管理手続が開始された日から

毎２年ごとに１回以上、外部専門機関に

評価を依頼しなければならない。

第10条（債権再調整など）

①　債権金融機関は、不実兆候企業の経営

正常化のために必要であると判断する場

合には、協議会の議決により、該当企業

に対して、債権再調整または新規信用供

与（既存信用供与条件の変更は除く。以

下、同じ）をすることができる。この場

合、債権再調整は、権利の順位を考慮し

て、公正および公平に適合するように成

立しなければならない。

②　第１項による債権再調整に関する協議

会の議決は、債権金融機関の担保債権

（該当資産の清算価値範囲で有効担保価

額に該当する債権をいう。以下、同じ）

総額中４分の３以上の担保債権を保有し

た債権金融機関が賛成することで効力を

有する。

第11条（新規信用供与の優先返済）

　第10条第１項前段より債権金融機関が

行った新規信用供与は、法定担保権の次に他

の債権金融機関の債権に優先して、返済を受

ける権利を有する。

第12条（共同管理手続の中断）

　協議会は、次の各号のいずれかひとつに該

当する場合には、その議決により、共同管理

手続を中断することができる。

１．第９条第１項による点検結果、該当企業

が、正当な事由なく、経営正常化計画の重

要な事項を履行せず、経営正常化計画の履

行が困難であると判断される場合

２．第９条第３項による評価結果、共同管理

を持続することが適切でないと判断され、

または、該当企業の経営正常化の可能性が

ないと判断される場合

３．該当企業が、共同管理手続の中断を要請

する場合

第13条（債権銀行の共同管理）

①　債権銀行は、不実兆候企業の構造調整

のために、債権銀行の共同管理が必要で

あると認める場合には、債権銀行のみで

構成された債権銀行協議会を置くことが

できる。

②　債権銀行は、不実兆候企業から、第４

条第３項による申請があるとき、事業計

画書などを評価して、経営正常化可能性

があると判断する場合には、債権銀行協

議会の議決を経て、債権銀行共同管理手

続を開始することができる。

③　債権銀行協議会に対しては、第15条

乃至第21条、第23条乃至第24条を準用

する。この場合、「債権金融機関」は、

「債権銀行」と、「協議会」は「債権銀行

協議会」とみなす。

④　債権銀行が、第２項により債権銀行協

議会の管理を開始する場合には、第４条

第６項および第６条乃至第12条の規定

を準用する。この場合、「債権金融機関」

は「債権銀行」と、「協議会」は「債権

銀行協議会」とみなす。

第14条（主債権銀行による管理）

①　主債権銀行は、不実兆候企業から第４

条第３項による申請があるとき、事業計

画書などを評価して、経営正常化可能性

があると判断する場合には、単独で、該

当企業に対する管理手続を開始すること

ができる。

②　第１項により主債権銀行による管理手

続が開始される場合には、第８条、第９

条、第10条第１項および第12条を準用

する。この場合には、「協議会」は、「主

債権銀行」とみなし、「共同管理」は

「主債権銀行による管理」とみなす。

　第３章　債権金融機関協議会など

第15条（債権金融機関協議会）

①　不実兆候企業の効率的な構造調整のた

めに、該当企業の債権金融機関で構成さ

れた協議会を置く。
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②　協議会の招集および運用は、主債権銀

行が、主管する。

③　主債権銀行は、第17条第１項各号の

事項を審議・議決するために、協議会を

招集することができる。主債権銀行でな

い債権金融機関は、単独または他の債権

金融機関と合わせて、対象企業に対する

信用供与額が、債権金融機関の総信用供

与額の４分の１を超過する場合には、主

債権銀行に対して、協議会の招集を要請

することができ、要請を受けた主債権銀

行は、遅滞なく、協議会を招集しなけれ

ばならない。

④　協議会の招集が通知された後、債権金

融機関が該当企業に対して保有している

債権（経営正常化計画によって、出資転

換された株式を含む）を、債権金融機関

以外の者に売却しまたは管理権を委託し

ようとする場合には、該当債権金融機関

は、債権金融機関以外の者からこの法律

の規定に従う旨の確約書を受けて、協議

会に提出しなければならない。ただし、

債権金融機関が、出資転換を通じて、保

有している株式数の合計が、該当企業の

議決権ある発行株式総数の100分の50に１

株を加えた数を超過する場合には、その

超過分に対しては、確約書を受けず協議

会の議決によって売却することができる。

⑤　主債権銀行は、該当企業をして、債権

金融機関以外の債権者から、この法律の

規定に従うという確約書を受けて、協議

会に提出するように要請することがで

き、確約書を提出した債権金融機関以外

の債権者は、この法律による債権金融機

関とみなす。

第16条（小額債権金融機関の排除）

①　協議会は、効率的な構造調整のために

必要があると判断する場合には、協議会

が定める比率以下の債権金融機関（以

下、「小額債権金融機関」という）を、

協議会において排除することができる。

この場合、排除された小額債権金融機関

が保有した信用供与額の合計は、債権金

融機関総信用供与額の100分の５を超過

しなければならない。

②　第１項により排除された小額債権金融

機関は、債権金融機関でないものとみな

す。

③　協議会は、第１項にもかかわらず、小

額債権金融機関が協議会に参加を望む場

合には、該当小額債権金融機関を協議会

において排除することはできない。

第17条（協議会の業務）

①　協議会は、次の各号の事項を審議・議

決する。

１．不実兆候企業の認定

２．債権金融機関共同管理手続の開始お

よび持続有無決定

３．債権行使の猶予期間の決定および延

長

４．約定の締結

５．約定履行実績に対する点検および措

置

６．該当企業の経営正常化の可能性に対

する点検・評価および措置

７．債権再調整または信用供与計画の樹

立

８．第４条第６項による株式の売却

９．小額債権金融機関の排除決定

10．その他に第１号乃至第９号の規定

と関連した事項

②　協議会は、第１項により審議・議決す

る場合には、事前に、該当企業の経営者

に、口頭または書面で、意見を陳述でき

る機会を付与しなければならない。

③　協議会は、不実兆候企業の効率的な構

造調整のために必要がある場合には、そ

の議決によって、第１項各号による業務

の全部または一部を、協議会所属債権金

融機関の代表から構成される運営委員会

または主債権銀行に委任することができ

る。
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第18条（協議会の議決方法など）

①　協議会は、債権金融機関総信用供与額

（経営正常化計画により出資転換した債

権額を含む。以下、同じ）中、４分の３

以上の信用供与額を保有した債権金融機

関の賛成により、議決する。ただし、協

議会は、その議決において具体的な事案

の範囲を定めて、議決方法を異なるよう

に定めることができる。

②　債権金融機関は、第１項により議決し

た事項を、誠実に、履行しなければなら

ない。

③　その他、協議会の運営と関連して必要

な事項に関しては、大統領令に定める範

囲において、協議会が、定める。

第18条の２（協議会議決取消しの訴え）

①　協議会の招集手続または決議方法が、

この法律に違反したときには、債権金融

機関または不実兆候企業は、協議会の議

決があった日から14日以内に、法院に、

議決取消しの訴えを提起することができ

る。

②　第１項による訴えは、「商法」第186

条乃至第188条、第190条本文、第191

条および第379条を準用する。

第19条（信用供与額の申告など）

①　債権金融機関は、第５条の共同管理手

続を開始するための協議会の招集の通報

を受けた日から５日以内に、主債権銀行

に対して、招集通知である前日を基準と

して、該当企業に対する信用供与額を申

告しなければならない。

②　債権金融機関は、第１項により申告さ

れた信用供与額に比例して、協議会にお

いて議決権を行使する。ただし、第１項

の申告期間以内には、主債権銀行は、

「信用情報の利用および保護に関する法

律」第25条による総合信用情報集中機

関から通報を受けた最近の債権金融機関

信用供与額を基準として、議決権を行使

することができる。

③　第２項ただし書きによる協議会の議決

は、その議決に賛成した債権金融機関の

申告された信用供与額が、第18条第１

項の議決要件を充足した場合に限って、

効力を有する。

④　協議会は、債権金融機関が申告した信

用供与額の存在有無などに関して争いが

ある場合には、その存在有無などが確定

するときまで、その議決権行使を制限す

ることができる。

⑤　第４項により議決権行使が制限された

債権金融機関は、信用供与額の存在有無

などが確定した日から議決権を行使で

き、以前の協議会の議決に対して、対抗

することはできない。この場合、第20

条第１項の債権買収請求期間は、信用供

与額の存在有無などが確定した日から計

算する。

⑥　第１項の申告期間が経過した後に信用

供与額を申告する者は、同金額が確定し

た日から議決権を行使でき、以前の協議

会の議決に対して、対抗することはでき

ない。

第20条（反対債権者の債権買収請求権）

①　次の各号のいずれかひとつに該当する

事項に対し、第18条第１項による協議

会の議決がある場合には、議決に反対し

た債権金融機関（以下、「反対債権者」

という）は、協議会の議決日から７日以

内に、協議会の議決に賛成した債権金融

機関（以下、「賛成債権者」という）に

対して、債権の種類および数を記載した

書面によって、自らの債権を買収するよ

うに請求することができる。この場合、

債権の買収を請求できる債権金融機関

は、協議会に参加せずまたは参加して反

対の意思を、書面によってあらわした者

に限定し、その期間以内に債権を買収す

るように請求しない者は、該当協議会の

議決に賛成したものとみなす。

１．第５条に基づく債権金融機関共同管
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理手続の開始

２．第10条に基づく債権再調整または

新規信用供与

②　賛成債権者は、第１項による請求を受

けた日から６ヶ月以内に連帯して、該当

債権を買収しなければならない。ただ

し、第１項による債権の買収を請求した

反対債権者と合意した場合には、次の各

号の者に買収させることができる。

１．「金融会社不実資産などの効率的処

理および韓国資産管理公社の設立に関

する法律」による韓国資産管理公社

２．「預金者保護法」による預金保険公

社および整理金融機関

３．その他、該当債権の買収を希望する者

③　第２項による債権の買収価額および条

件は、賛成債権者と債権の買収を請求し

た反対債権者間の協議によって定める。

この場合、賛成債権者が多数のときは、

賛成債権者の委任により、協議会が債権

の買収を請求した反対債権者と協議をす

ることができる。

④　第３項による協議が成立しない場合、

賛成債権者（第３項後段により委任を受

けた協議会を含む。以下、この条におい

て同じ）または債権の買収を請求した反

対債権者は、第22条第１項による債権

金融機関調停委員会（以下、「調停委員

会」という）に対して、債権の買収価額

および条件に対する調停を申請すること

ができる。この場合、調停委員会は、賛

成債権者と債権の買収を請求した反対債

権者が合意して選任した会計専門家が、

該当企業の価値と財産状態、約定の履行

の可能性およびその他の事情を参酌し

て、算定した結果を考慮して、公正な価

額で、これを定めなければならない。

第21条（損害賠償責任など）

①　債権金融機関は、次の各号のいずれか

ひとつに該当する場合には、他の債権金

融機関が受けた損害の範囲で連帯して、

損害を賠償する責任がある。

１．債権金融機関（第20条第１項によ

り債権の買収を請求した債権金融機関

は除く）が、協議会の議決を履行しな

い場合

２．債権金融機関が第15条第４項本文

により、保有債権を債権金融機関以外

の者に売却しまたは管理権を委託しな

がら、同項本文による確約書を協議会

に提出しない場合

②　第１項による損害賠償責任がある債権

金融機関は、他の債権金融機関全部のた

め、違約金を、協議会に納付することが

できる。この場合には、第１項による損

害賠償責任は、免除される。

③　第２項による違約金の価額および納付

受けた違約金の配分は、協議会が定め

て、協議が成立しない場合には、調停委

員会の調停に従う。

第22条（債権金融機関調停委員会）

①　不実兆候企業の効率的整理および債権

金融機関間の意見調整などのために、債

権金融機関調停委員会を置く。

②　調停委員会は、次の各号のいずれかひ

とつに該当する者（政府・金融監督機

関・債権金融機関および不実兆候企業に

従事している者は除く）として、大統領

令が定めるところにより選任される７名

の委員から構成する。

１．金融機関または金融関連分野で10

年以上勤めた経験を有する者

２．弁護士または公認会計士の資格を有

する者

３．金融関連分野の修士以上の学位所持

者として研究機関・大学で研究員・助

教授以上の職に10年以上勤めた経験

を有し企業構造調整に関する専門性を

有する者

４．企業構造調整業務に３年以上従事し

た経験を有する者

③　調停委員会の委員長および委員の任期
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は１年とし、再任することができ、委員

長は、委員の中から、互選する。

④　調停委員会は、次の各号の業務を遂行

する。

１．債権金融機関間の自律的協議にもか

かわらず、解消されない意見（協議会

の議決に対する意見は除く）の調停と

して大統領令が定める事項の調停

２．第20条第４項に基づく債権の買収

価額および条件に対する調停

３．第21条第３項に基づく違約金の価

額および納付受けた違約金の配分に対

する調停

４．協議会議決事項の違反有無に対する

判断とその履行に対する決定

５．調停委員会の運営と関連した規定の

制定・改正

６．その他、協議会の運営と関連して、

大統領令が定める事項

⑤　調停委員会は、その権限に属する業務

を、独立的に、遂行しなければならない。

⑥　調停委員会は、在籍委員３分の２以上

の賛成により、議決する。

⑦　その他、調停委員会の組織・運営など

に関して必要な事項は、大統領令に定め

る。

第23条（調停申請など）

①　債権金融機関は、協議会の審議事項と

関連して異議がある場合には、調停委員

会に申請内容を記載した書面によって、

調停申請をすることができる。

②　第１項による調停申請をする債権金融

機関は、自律協議のための努力を尽くし

たことを疎明しなければならない。

③　不実兆候企業は、第17条第１項第７

号による債権再調整または信用供与計画

の樹立に関して、債権金融機関間自律的

な協議が成立しない場合には、主債権銀

行に対して、第１項による調停申請をす

るように要請することができる。この場

合、主債権銀行は、特別な事由がない限

り、これに応じなければならない。

第24条（調停手続など）

①　調停委員会は、第23条の調停申請に

対する調停結果を、遅滞なく、該当債権

金融機関および協議会に通知しなければ

ならない。

②　調停委員会の調停は、協議会の議決と

同一の効力を有する。ただし、調停結果

に従わない債権金融機関は、法院に、変

更決定を請求することができる。

　第４章　企業構造調整促進のための特例

第25条（出資および財産運用制限などに対す

る特例）

①　債権金融機関が、この法律による企業

構造調整のため債権を出資転換しまたは

協議会決議により債権再調整をする場合

には、次の各号の規定を適用しない。

１．「銀行法」第37条および第38条第１

号

２．「保険業法」第106条・第108条お

よび第109条

３．「資本市場と金融投資業に関する法

律」第344条

４．「金融産業の構造改善に関する法律」

第24条

５．「持株会社法」第19条

６．その他、出資および財産運用制限な

どに関する法令中、大統領令が定める

法令の規定

②　第１項により債権金融機関が債権を出

資転換する場合には、不実兆候企業は、

「商法」第417条にもかかわらず、同法

第434条による株主総会の決議のみに

よって法院の認可を受けず、株式を額面

未達の価額で発行することができる。こ

の場合、その株式は、株主総会で別に定

める場合を除き、株主総会の決議日から

１ヶ月以内に発行しなければならない。

③　第１項は、第４条第４項に該当する管

理手続が完了または中断された後２年が
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経過する日まで適用され、金融委員会の

承認を受けて、その期間を延長すること

ができる。

　第５章　是正措置

第26条（債権金融機関に対する是正措置）

①　金融委員会は、債権金融機関が、次の

各号のいずれかひとつに該当する行為を

したときは、一定の期間を定めて、その

是正を要求することができる。

１．第４条第１項または第４項を違反し

て、正当な事由なく、通知をしないとき

２．第９条第３項に違反したとき

３．第15条第４項本文に違反して、保

有債権を売却しまたは管理権を委託し

たとき

②　第１項による是正要求を受けた債権金

融機関が、正当な事由なく、期間内に是

正要求を履行しないとき、金融委員会は、

該当債権金融機関に対して、次の各号の

事項を要求しまたは命じることができる。

　（改正2014.10.15．）

１．債権金融機関またはその役職員に対

する注意・警告・譴責または減給

２．役員の職務停止または役員の職務を

代行する管理人の選任

３．６ヶ月以内の期間を定めて、営業の

一部停止

４．その他に第１号乃至第３号の規定に

準ずる措置として違反事項の是正のた

めに必要があると認められる措置

附則（法律第12155号、2014.1.1）

第１条（施行日）

　この法律は、公布した日から施行する。

第２条（有効期間）

①　この法律は、2015年12月31日まで、

効力を有する。

②　この法律の有効期間内に、主債権銀行

が、協議会または債権銀行協議会招集を

通知する場合には、第４条第４項各号の

管理手続が完了しまたは中断されるまで

は、この法律の適用を受ける。

第３条（適用例）

①　第11条は、この法律施行後に、最初

に供与された信用供与分から適用する。

②　第19条乃至第21条の規定は、この法

律施行後に、最初の協議会または債権銀

行協議会が議決した場合から適用する。

③　第１項および第２項は、附則第４条に

よる管理手続に対して適用しない。

第４条（既存の管理手続に関する経過措置）

　この法律施行当時、法律第10684号企業構

造調整促進法附則第２条第２項により進行中

の管理手続に対しては、この法律施行日から

この法律を適用する。この場合、この法律施

律行前に、主債権銀行、債権銀行協議会また

は協議会が行った議決、債権行使の猶予、経

営正常化計画の履行のための約定の締結、債

権再調整、その他の行為は、この法律により

主債権銀行、債権銀行協議会または協議会が

行った行為とみなす。

第５条（主債権銀行の選定に関する経過措

置）

　この法律施行当時、企業に対して「銀行

法」第34条とこれによる「銀行業監督規定」

第79条および第80条により主債権銀行が選

ばれている主債務系列所属企業体の場合に

は、第２条第３号により主債権銀行が新しく

選ばれるときまでは、該当主債権銀行を第２

条第３号の主債権銀行とみなす。ただし、主

債務系列所属企業体でない企業の場合には、

第２条第３号により主債権銀行が新しく選ば

れるときまでは、直前月末を基準として、信

用供与が最多の銀行を、第２条第３号の主債

権銀行とみなす。

附則（法律第12663号、2014.5.21） 

第１条（施行日）

　この法律は、附則第４条第６項による合併

の登記をした日から施行する。

（ただし書　省略）

第２条乃至第10条　省略
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第11条（他の法律の改正）

　①から③まで省略

④　企業構造調整促進法の一部を、次のと

おり改正する。

　第２条第１타目を削除する。

　⑤乃至⑩省略

第12条省略

附則（法律第12835号、2014.10.15）

　この法律は、公布した日から施行する。

附則（法律第12892号、2014.12.30）

第１条（施行日）

　この法律は、公布後６ヶ月が経過した日か

ら施行する。

第２条乃至第４条　省略

第５条（他の法律の改正）

①　企業構造調整促進法の一部を、次のと

おり改正する。

　第４条第５項後段中「回生手続の開始

決定」を「回生手続開始または簡易回生

手続開始の決定」とする。

②乃至⑤　省略

企業構造調整促進法施行令

制定　2014年３月24日　大統領令第25278号

改正　2014年８月６日　大統領令第25532号

　　　2014年12月30日　大統領令第25945号

施行　2014年12月31日　

第１条（目的）

　この令は、「企業構造調整促進法」におい

て委任された事項およびその施行に必要な事

項を規定することを目的とする。

第２条（主債権銀行の選定および変更など）

①　「企業構造調整促進法」（以下、「法」

という）第２条第３号前段による信用供

与額は、主債権銀行の選定直前月末を基

準とする。

②　法第２条第３号後段により主債権銀行

を選定する場合には、債権銀行間の協議

により選定する。ただし、主たる債権銀

行がなく、信用供与額だけを基準として

主債権銀行を選定する場合には、その協

議手続を省略することができる。

③　第２項により選ばれた主債権銀行は、

その選定事実を、「金融委員会の設置な

どに関する法律」により設立された金融

監督院の院長（以下、「金融監督院長」

という）に報告しなければならない。

④　法第２条第３号後段により主債権銀行

を変更しようとするときは、該当企業ま

たは債権銀行の要請に基づき、債権銀行

間の協議により変更する。この場合、変

更された主債権銀行は、その変更事実

を、遅滞なく、金融監督院長に報告しな

ければならない。

⑤　第４項前段にもかかわらず、金融監督

院長は、次の各号のいずれかひとつに該

当する場合には、該当企業および債権銀

行の意見、債権銀行別信用供与の規模・

推移および構成、債権銀行別担保取得額

の規模および構成を考慮して、主債権銀

行を変更することができる。

１．主債権銀行の変更に対する債権銀行

間の協議が成立せず、債権銀行がその

変更を要請する場合

２．該当企業が、第４項による主債権銀

行の変更に異議があり、主債権銀行の

再変更を要請する場合

⑥　金融監督院長は、第２項、第４項また

は第５項による主債権銀行の選定または

変更事実を、該当企業または債権銀行に

通知しなければならない。

第３条（約定）

　法第８条第２項第７号における「大統領令

に定める事項」とは、次の各号の事項をいう。

１．企業のキャッシュフローに重大な影

響を及ぼす投資および重要な財産の譲

受・譲渡などに関する事項
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２．理事会の構成など支配構造の改善に

関する事項

３．企業が、法第８条第１項による約定

内容を履行せずまたはその約定に記さ

れている計画のとおり履行しない場合

の措置に関する事項

４．その他、企業の経営正常化のため必

要な事項として、企業と第４条第１項

本文による協議会が合意して、定めた

事項

第４条（協議会運営方法など）

①　法第15条第３項前段により主債権銀

行が債権金融機関で構成された協議会

（以下、「協議会」という）を招集しよう

とする場合には、会議日時・場所および

目的などに関する事項を、会議開催予定

日の３日前（法第17条第１項第７号の

事項を審議・議決するための招集の場合

には７日前）まで、該当債権金融機関

（法第15条第４項本文により確約書を作

成した債権金融機関以外の者と同条第５

項により確約書を作成した債権金融機関

以外の債権者を含む）に、該当不実兆候

企業および第５条による調停委員会に通

知しなければならない。ただし、緊急な

場合には、この限りではない。

②　法第15条第３項後段により主債権銀

行でない債権金融機関が、主債権銀行に

対して協議会の招集を要請する場合に

は、協議会招集目的および債権金融機関

別信用供与額現況など、協議会の招集に

必要な事項を記した書面を、主債権銀行

に提出しなければならない。

③　協議会は、協議会の円滑な運営のため

に必要がある場合、協議会の議決によ

り、あらかじめ定めた事項に対しては、

書面により、議決することができる。

④　第１項による通知を受けた該当不実兆

候企業は、主債権銀行を通じて、協議会

に、口頭または書面により、意見を提出

することができる。

第５条（調停委員会の構成）

　法第22条第１項による債権金融機関調停

委員会（以下、「調停委員会」という）は、

次の各号の者から構成する。

１．「資本市場および金融投資業に関す

る法律」により設立された韓国金融投

資協会会長が選定する者１名

２．「保険業法」により設立された保険

協会会長が選定する者１名

３．「商工会議所法」により設立された

大韓商工会議所会長が選定する者１名

４．「公認会計士法」により設立された

韓国公認会計士会会長が選定する者１

名

５．「弁護士法」により設立された大韓

弁護士協会会長が選定する者１名

６．「民法」第32条により金融委員会の

許可を受けて設立された社団法人全国

銀行連合会会長が選定する者２名

第６条（調停委員会の業務など）

①　法第22条第４項第１号における「大

統領令に定める事項」とは、次の各号の

事項をいう。

１．信用供与額および議決権行事と関連

した意見

２．債権再調整および新規新容供与の分

担比率決定と関連した意見

３．その他、協議会の議決により、調停

委員会に、調停を申請する事項

②　法第22条第４項第６号における「大

統領令に定める事項」とは、協議会を効

率的に運営するための協議会の運営方法

および議決権付与方法などに関する勧告

をいう。

第７条（調停委員会の運営など）

①　調停委員会は、法第20条第４項前段

または第23条第１項により債権金融機

関から調停申請を受けたときには、その

申請を受けた日から10日以内に、調停

結果を協議会および調停申請をした債権

金融機関に通知しなければならない。た
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だし、事実確認が必要な場合など避けら

れない事由がある場合には、10日の範

囲において、その期間を一回だけ延長す

ることができる。

②　調停委員会は、不実兆候企業の効率的

整理と債権金融機関間の意見調整などの

ために必要がある場合には、債権金融機

関、企業の役職員および関係人に出席を

要求して、意見を聴くことができる。

③　この令において規定した事項のほか、

調停委員会を効率的に運営するために必

要な細部事項は、調停委員会が定める。

第８条（出資および財産運用制限などに対す

る特例）

　法第25条第１項第６号における「大統領

令に定める法令の規定」とは、次の各号の規

定をいう。

　（改正2014.12.30．）

１．「韓国産業銀行法施行令」第33条お

よび第34条

２．「韓国輸出入銀行法施行令」第17条

の７および第17条の８

３．「中小企業銀行法施行令」第30条の

３および第30条の４

４．削除（2014.12.30．）

第９条（固有識別情報の処理）

　金融委員会（「金融委員会の設置などに関

する法律」第71条により金融委員会の権限

を委託受けた者を含む）は、法第26条によ

【附記】本稿は、日本学術振興会科学研究費助成事業平成27年度研究助成若手

研究（Ｂ）26780053「原子力災害事例における救済執行手続としての間接強

制の弾力的活用」および日本学術振興会（JSPS）・韓国研究財団（NRF）・二

国間交流事業共同研究平成27年度研究助成「日本と韓国における民事手続法

の展開に関する二国間史的考察－現行法制定を中心に－」および全国銀行学術

研究振興財団2015年度助成「日本と韓国における債権回収に関する比較民事

執行法研究－実務運用を中心に－」による研究成果の一部である。

（2015年10月10日　校了）

る是正措置に関する事務を遂行するために避

けられない場合、「個人情報保護法施行令」

第19条第１号、第２号または第４号による

住民登録番号、旅券番号または外国人登録番

号が含まれた資料を処理することができる。

（本条新設2014.8.6．）

附則（大統領令第25278号、2014.3.24．）

　この令は、公布した日から施行する。

附則（大統領令第25532号、2014.8.6．）

　この令は、2014年８月７日から施行する。

附則（大統領令第25945号、2014.12.30．）

第１条（施行日） 

　この令は、法律第12663号韓国産業銀行法

全部改正法律附則第４条第６項による合併の

登記をした日から施行する。

第２条および第３条　省略

第４条（他の法令の改正）

　①から⑩まで省略

⑪　企業構造調整促進法施行令の一部を、

次のとおり改正する。

　第８条第１号を次のとおりとして、同条第

４号を削除する。

１．「韓国産業銀行法施行令」第33条お

よび第34条

　⑫乃至㊲　省略

第５条省略


