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Ⅰ　韓国における整理解雇をめぐる２つの大法院判決
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　一　雙龍自動車株式会社整理解雇無効確認事件　大法院判決
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　ソウル南部地方法院2012年１月13日（2010가합23204）判決

　ソウル南部地方法院2012年８月24日（2011가합22574）判決 

　ソウル高等法院2014年２月７日（2012나14427）、（2012나74290）（併合）

判決

 

　原告、被上告人　別紙原告名簿記載のとおりである。

　　原告訴訟代理人　法務法人　市民

　　　　　　　　　担当弁護士　キム・ソンス、チェ・ヨングン

　　　　　　　　　　　　　　　チャン・ソクウ

　　　　　　　　　　　弁護士　ウォン・ヨングク

　　　　　　　　　　　弁護士　キム・サンウン、キム・チャゴン

　　　　　　　　　　法務法人　ヨヌン

　　　　　　　　　担当弁護士　クォン・ドゥソプ、キム・テウク、

　　　　　　　　　　　　　　　キム・ユジョン

　　　　　　　　被告、上告人　雙龍（サンヨン）自動車株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　ピョンテク市ドンサクロ455－12

　　　　　　　　　　代表理事　イ・ユイル

　　　　訴訟代理人　法務法人　セジョン

　　　　　　　　　担当弁護士　キム・ヨンダム、イ・ヨング

　　　　　　　　　　　　　　　ホン・セリョル、キム・ヨンホ、

　　　　　　　　　　　　　　　イ・ビョンハン、キ・ヨンソク、

　　　　　　　　　　　　　　　パク・ソンギ、ファン・インソク、

　　　　　　　　　　　　　　　キム・ジョンス、イ・ミンヒョン

　　　　　　法務法人（有限）　パルン

　　　　　　　　　担当弁護士　パク・イルファン、ハ・ジョソン、

　　　　　　　　　　　　　　　ユ・ソングン、コン・ミナ

　　　　　　法務法人（有限）　ドンイン
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　　　　　　　　　担当弁護士　キム・ジングォン、チョン・ジュンヨン、

　　　　　　　　　　　　　　　キム・グックヨル

原審判決ソウル高等法院2014年２月７日（2012나14427）、（2012나74290）

（併合）判決

2014年11月13日判決

主文

原審判決を破棄して、事件をソウル高等法院に差し戻す。

理由

上告理由（上告理由書提出期間が経過した後に提出された上告理由補充書は

上告理由を補充する範囲内において）について判断する。

１．緊迫した経営上の必要に関する上告理由主張について

가．勤労基準法第24条第１項によれば、使用者が経営上の理由によって、

勤労者を解雇しようとする場合、緊迫した経営上の必要がなければならな

い。ここで緊迫した経営上の必要とは、必ずしも企業の倒産を回避するた

めである場合に限定されず、将来に到来しうる危機にあらかじめ対処する

ために人員縮小が必要な場合も含まれるが、そのような人員縮小は客観的

にみて合理性があると認められなければならない（大法院2012年６月28

日（2010다38007）判決など参照）．

사．原審の判決理由および記録によれば、次のような事実を認定できる。

１）被告は1999年８月企業構造改善作業（Workout）対象企業に選ばれ

て、債権者団の主導の下、企業構造改善作業を推進してきたところ、

2005年１月中国上海汽車工業（集団）公司（以下「上海自動車」とい

う）が被告の経営権を引き受けることで、企業構造改善作業手続を終結



－　　－

行政社会論集　第 28 巻　第２号

74

した。

２）被告の車両販売台数は2002年に最高実績を記録した後、2003年から

増減変動はあるが概して減少傾向に入り、2008年には被告の主力車種

のスポーツ型多目的車両（SUV、Sports Utility Vehicle）に対する税

制優遇がなくなり上記車両の燃料である軽油価格の上昇により車両選好

度が減少したうえ、2008年下半期から本格化した国内外金融危機によ

り消費心理が萎縮し、販売が急減した。

３）上記のような売上減少は、現金保有額の減少につながり、2008年に

は販売不振の他に派生商品（デリバティブ）取引での損失および国内外

金融危機に伴う金融機関の支援中断により、利用できる現金保有額が急

激に減り、被告は勤労者らの給与も適時に支給できないほどの流動性資

金不足に陥ることになった。そこで、被告は2009年１月９日ソウル中

央地方法院に債務者回生手続開始申立てをして、2009年２月６日開始

決定を受けた。

４）回生手続開始決定後、被告（実際の行為主体は回生裁判所が選任した

管理人であるが、便宜上「被告」という）はサムスンKPMGに経営全

般に対する診断および回生戦略樹立を依頼した。これに伴いサムスン

KPMGは2009年３月31日に作成した検討報告書において「景気低迷お

よび競争力低下などにより売上額が減少し営業実績が悪化した結果資本

減少および流動性資金不足の事態が招来され、同種業者と比較して、収

益性、効率性、財務健全性がぜい弱で、緊急の改善が必要な状態であ

る」と診断して、経営正常化のための案として、人材構造調整と資産売

却、費用節減および効率性改善などを提示した。人材構造調整と関連し

て、サムスンKPMGは今後生産販売計画などを考慮するとき、全部で

2,646人規模の構造調整が必要であるとみた。

５）被告はサムスンKPMGが提示した経営正常化案に立脚し、全部で

2,646人を減員する人材構造調整方案を確定した後、回生裁判所の許可
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を受けて、2009年６月８日に上記の2,646人から、その暮れまでに希望

退職などで退社した1,666人を除いた980人に対し本件整理解雇を断行

した。

６）全国金属労働組合雙龍自動車支部（以下「労組」という）は、2009

年５月22日に被告の人材構造調整に反対して、被告の平沢（ピョンテ

ク）工場を占拠したままストライキに突入したが、本件整理解雇以後、

労使の対立が極限状況にまで達して、被告と労組は2009年８月６日

「労使大妥協」をし、整理解雇された勤労者らを無給休職、希望退職、

営業職前職などに切り替えることにする「雙龍自動車の回生のための労

使合意書」を作成した。これに伴い本件の整理解雇対象者980人のうち

459人が無給休職に転換され、その他にも相当数が希望退職、前職など

に転換されながら、最終的に整理解雇された勤労者は原告らを含めて、

全165人になった。

７）一方、企業会計基準からは有形資産の陳腐化または市場価値の急激な

下落などで有形資産の使用および処分から期待される将来のキャッシュ

フロー総額の推定額が帳簿価額に達しない場合には、帳簿価額を回収可

能価額で調整して、その差額を損傷差損として処理するように決めてい

る。ここで回収可能価額は、純売却価額と使用価値のうち大きい金額と

するが、純売却価額は合理的な判断力と取引意思を有する第三者との独

立的な取引で売買される場合の予想処分価額から予想処分費用を差し引

いた金額で、使用価値は当該資産または資産グループの使用から予想さ

れる将来キャッシュフローの現在値分をいう。被告は2008年の財務諸

表作成当時の上記企業会計基準書より土地を除いた有形資産の使用価値

と帳簿価額との差額を損傷差損として認識しながら、損傷差損額として

517,687,494,022ウォンを計上して、2008年の財務諸表上、当期純損

失と負債比率が大幅に増加した。被告は2007年に樹立された事業計画

を基礎として当該有形資産で生産される車両の2009年から2013年まで
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の予想売上数量を推定した後、これを土台に当該有形資産の使用価値を

算定したが、上記事業計画において2009年と2010年に車種断絶するこ

とと計画された一部既存車種に対しては、上記車種断絶（生産停止）計

画を反映して、予想売上数量を推定した後、将来キャッシュフローを算

出したが、その後継車両として発売が計画された新車の予想売上数量は

考慮しなかった。

다．原審は上記のような事実関係を基礎とし、この事件の整理解雇当時の被

告に流動性資金危機が発生した直接的原因は、2008年に入り軽油価格の

急騰および国内外金融危機で売上が急激に下落したところにあって、被告

が担保余力を有する不動産を所有しており、流動性資金危機を緩和する手

段が全くなかったとみることはできず、流動性資金危機を解決するために

回生手続に入るのを避けられないとみる余地はあるが、回生手続に入った

からといって直ちに人員縮小の必要性が導き出されるとは断定できないと

判断した。また、原審は、被告が2008年の財務諸表作成当時、有形資産

の使用価値を算定するにあたり既存車種に対し2009年または2010年の車

種断絶を前提に予想売上数量を推定しながらも、2013年までいかなる新

車も発売されないという仮定のもと、上記の既存車種の後継として発売が

計画された新車の予想売上数量を誤ることによって当該有形資産の使用価

値を過少に評価して、有形資産損傷差損を過大に計上し、その結果2008

年の財務諸表上、当期純損失と負債比率が大幅に増加することになったの

で、上記財務財表をもって被告の財務健全性がぜい弱であると断定しにく

いと判断した。そして原審は被告の１人当たりの売上額、売上額対応人件

費比重、HPV（Hours Per Vehicle、自動車１台当たり生産所要時間）等

の指標が同種業者と比較して悪化しているという事情だけで被告の生産効

率性が低いと断定できないとした後、以上のような事情とSUV車両と大

型乗用車市場での被告の競争力、被告が上記のような流動性資金危機を経

験することになるのは上海自動車が被告の経営権を取得した以後、約束し
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た投資などを履行しないなど上海自動車側の経営上の態度に主要な原因が

あるのに、回生手続を通じて、被告の大株主を交替することによって経営

危機の原因を除去できる機会が与えられた点、被告が主張する余剰人員の

存在や規模に疑問が提起される点などを総合すれば、流動性資金危機で表

出された被告の経営危機が構造的・継続的危機の性格を有するものである

と断定することは難しく、したがってそのような流動性資金危機が存在し

たという事情のみをもって人員縮小の客観的必要性があったと断定できな

いと判断した。さらに進んで原審は、たとえ被告が経営危機を克服するた

めに人員を縮小する必要があったとしても被告の経営危機を構造的・継続

的危機と断定しにくい以上、総所属勤労者の３分の１を上回る大規模な人

員縮小が必要であったと断定しにくかった点、2009年８月６日労使大妥

協によって、この事件の整理解雇に含まれた勤労者のうち459人の勤労者

が無給休職で転換されたことを考慮すれば本来被告が想定した人員縮小規

模が合理的なのか疑問が提起される点、このような無給休職措置で本来の

人材構造調整方案より人員縮小規模が縮小されたのに回生計画が認可され

たし、これに対し債権者らが反対した形跡がみられず、債権者など利害関

係人や裁判所が本来規模の人員縮小を回生手続の前提条件としたと断定し

にくかった点などを総合してみれば、被告が提示した人員縮小規模に客観

的合理性があると断定しにくいとみて、本件整理解雇の客観的合理性を否

定した。

라．しかし、本件整理解雇にあたって緊迫した経営上の必要性を否定した原

審の判断は次のような点で首肯することが難しい。

１）가）まず原審は本件整理解雇当時被告が、流動性資金危機を経験した

事実は認めながらも、担保提供を通じた貸出しを通じて、そのような

流動性資金危機を緩和できると認めた。しかし記録によれば、当時被

告の主取引銀行である韓国産業銀行は雙龍自動車の流動性資金支援が

先行しなければ貸出しをしないという立場であったが、上海自動車は
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金融機関の貸出し再開と構造調整に対する労組の協力を、流動性資金

支援の条件として掲げ、被告に対する貸出しが成立しなかった事実、

被告は本件整理解雇を含めた人材構造調整を終えた2009年８月11日

韓国産業銀行から1,300億ウォン余りの貸出しを受けられたのに、上

記貸出金は救助調整資金にだけ使われるように用途が制限されていた

という事実を認めることができる。このような事実関係によれば、本

件整理解雇当時、被告がその所有する不動産を担保として提供して金

融機関から新規資金の貸出を受けるのは事実上不可能な状況だったと

見るのが妥当である。

사）次に財務健全性危機について、原審は被告が損傷差損の認識の対象

となった有形資産として生産される車両の予想売上数量を不当に過少

推定することによって、当該有形資産の損傷差損が過多計上されてい

たと認定したが、将来に対する推定は不確実性が存在するほかはない

点を考慮する場合、被告の予想売上数量推定が合理的かつ客観的仮定

を基礎にしたならばその推定が多少保守的に成立したとしても、その

合理性を認めなければならない。ところで、原審判決理由と記録に

よって認定することが出来る事情等、すなわち①2008年下半期から

深刻な流動性資金危機を体験した被告は、新車開発に投資できる現金

がなく設備を用意する資金動員能力も存せず、使用価値算定の対象期

間中に景好期待により新車を発売することが出来るか否かにつき不確

かである判断をして新車の将来売上を予想売上数量に反映しなかった

と認定できる点、②また被告は断種が計画された既存車種の場合モデ

ルの老朽化などで市場での競争力が弱まった状態なので車種断絶ぬき

にして引き続き生産するといっても収益が保障されるものとみること

が難しい事情を考慮し、車種断絶計画を反映して、予想売上数量を推

定したと認定できる点、③被告はロシア Sollers社と既存車種のうち、

エクチオンとカイロンを2011年12月まで供給する契約を締結した
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が、上記会社が2008年下半期の世界的な金融危機により現地販売が

急減したという理由で引受けを断るなど、2008年末から実質的に上

記会社との取引は中断された状態であった点、④本件における有形資

産損傷差損の過多計上の有無を鑑定した原審鑑定人は当時の状況にお

いて新車の開発は実現不可能な計画であったため、新車売上げにとも

なう将来キャッシュフローを反映しないのは妥当であり、被告が当該

有形資産の処分・残存価値を推定することにあって他車経由資産と全

車種共通資産の場合、帳簿価額の100％で回収できることにして新車

の売上げと予想される将来キャッシュフローが間接的に反映されたと

認定することができ、既存車種の場合販売をしても赤字状態だったた

めに継続して生産する理由がないという趣旨の意見を提示した点など

を総合してみれば、前述したような被告の予想売上数量推定が顕著

に、合理性を欠如したとみることは難しい。たとえ、被告の予想売上

数量推定に問題があったとしても、全体的に使用価値が過少評価され

たのでないのなら有形資産損傷差損が過多計上されたということはで

きず、既存車種を断種なしで継続生産するといっても、それが将来

キャッシュフローの増加につながると断定することは難しい。他方

で、記録によって知ることが出来るように、被告は1994年から2000

年まで継続して当期純損失を記録して2001年から2003年まで当期純

利益を記録したが、2004年営業利益が減少しながら、企業構造改善

作業が終了した2005年と2006年に当期純損失を計上し、2007年に

一時的に当期純利益を計上したが、2008年にまた損益が変わり、こ

の事件の有形資産損傷差損を認識する前にもすでに1,861億ウォン余

りの当期純損失を記録した点、持続的な売上減少により被告の現金保

有額が減少して、2009年１月当時使用可能な現金が74億ウォン余り

に過ぎなかった点などに照らしてみれば、被告の財務状況では、この

事件の有形資産損傷差損を認識する前から悪化していたこととみるこ
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とが相当である。

다）結局、上記のような事情と記録によって認定することができること

が、次のような事情、すなわち、技術集約的な自動車産業の場合、持

続的な技術開発と大規模投資が成り立たなければ同種業者との競争で

遅れをとるほかはなく、これは売上減少と市場占有率の下落につなが

り、被告は企業構造改善作業期間に節度ある研究開発と投資を出来な

かったし、以後上海自動車が被告を引き受けた後も被告に対する積極

的な投資が成り立たず、SUV車両の他に車種の多様化を成し遂げら

れず、そこにSUV車両に対する税制優遇縮小でSUV車両に対する選

好度が落ちると売上げはより一層減少することになった点、そのよう

ななか2008年下半期の軽油価格急騰と国内外金融危機事態に直面す

ることになると、被告は自力では流動性資金危機を解決できない状況

に達したと認識することができる点などを考慮すれば、この事件の整

理解雇当時、被告が直面した経営危機は、相当期間、新規設備および

技術開発に投資できないなかではじまった継続的・構造的なものであ

り、外部的経営条件の変化により、暫時、財務状態または営業実績が

悪化したか、短期間内に簡単に改善されることができる部分的・一時

的危機ではなかったとみることが妥当である。したがって、被告とし

ては人員縮小等を通して、上記のような経営危機を克服する緊迫した

経営上の必要があったとみることができ、経営陣の不実経営などで経

営危機がもたらされたからといってこのような必要性が否定されると

みることは困難である。

２）一方、企業運営に必要な人材の規模がどの程度なのか、余剰人材は何

人なのか等は、相当な合理性が認められる限り経営判断の問題に属する

ことであるから特別な事情がなければ経営者の判断を尊重しなければな

らないと考える（大法院2013年６月13日（2011다60193）判決参照）。

原審の判決理由および記録によれば、被告は、サムスンKPMGの提案
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を土台に2,646人規模の人材構造調整案を立てたが、サムスンKPMGは

生産部門の場合、MODAPTS技法（人の身体各部分の動作を距離比率

であらわし、時間データカードにより標準時間を求める標準時間測定方

法）を活用して、作業者の作業時間と比較検討する方法で要素作業を分

析して、各工程別レイアウト（Layout）を検証して、作業動線上の制

約条件を把握した後、各工程に編成された作業者間に作業量配分が適正

なのかを検討することによって、適正人材規模を算出し、一般事務職に

対しては国内競争会社の一般事務職比重と事務職１人当り売上額を比較

して、適正人材規模を算出するなどの方法により構造調整規模を導き出

した点、本件整理解雇当時、被告は同種業者と比較して、１人当り売上

額、売上額対応人件費比重、技能職１人当り生産台数など生産性を示す

各種指標が相当に悪化していた点、本件整理解雇以後に締結された労使

大妥協により整理解雇者のうち459人が無給休職として転換され、結局

整理解雇された勤労者数が165人で大幅縮小されることとなったが、上

記の労使大妥協は本件整理解雇をめぐる労使間の深刻な対立により企業

の存立自体が危機に陥り、被告の回生失敗により労使が共倒れになる最

悪の状況を防ぐための苦肉の策として、労使が終盤に相互譲歩して締結

された点などが認められるところ、このような事実関係に照らしてみた

とき、被告が提示した本件人員縮小規模が非合理的または恣意的である

とは認められない。

마．以上のような事情を総合してみれば、本件整理解雇は、緊迫した経営

上の必要によったものと認めるのが相当であり、これと異なる判断をし

た原審判決には整理解雇の要件のうち緊迫した経営上の必要に関する解

釈を誤ったかまたは審理不尽の誹りを免れない。

２．解雇回避努力に関する上告理由の主張について

가．整理解雇の要件のうち「解雇を避けるための努力をつくさなければな
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らない」という要件は、経営方針や作業方式の合理化、新規採用の禁

止、一時休職および希望退職の活用および転勤など使用者が解雇範囲を

最少化するために可能なすべての措置をとることを意味し、その方法お

よび程度は確定的・固定的なものではなく、その使用者の経営危機の程

度、整理解雇を実施しなければならない経営上の理由、事業の内容と規

模、職級別人員状況などにより変化するといえる（大法院2004年１月

15日（2003두11339）判決など参照）。

사．原審は、被告が当初提示した2,646人の人員縮小規模に合理性が認め

られない以上、整理解雇人員をさらに縮小しなければならないのにその

ような措置がなかった点、使用者の解雇回避努力は勤労関係を維持する

措置を先に模索しなければならないのに、被告は本件整理解雇当時無給

休職措置を優先的に施行せず、整理解雇以後にはじめて施行した点、被

告は大企業として一般的に中小企業よりは動員可能な手段と能力が大き

いから解雇回避のための努力もさらに多く要求されるとみなければなら

ない点、希望退職は整理解雇と比較して、法的紛争を最小化しながら、

穏健な方法で人員過剰を解消できる長所を有しているが、本質的に勤労

者の雇用喪失を招くという側面において、最終的な解雇回避手段として

取り扱われなければならない点、被告が整理解雇をする代わりに無給休

職措置を採る場合、雇用保険法の関連規定により政府から一定の支援を

受けることができた点に照らしてみれば、被告が解雇回避努力を尽くし

たとは認められないと判断した。

다．しかし、原審の上記のような判断は、次のような点で首肯し得ない。

被告が提示した本件人員縮小規模が、非合理的または恣意的であるとは

認められず、本件整理解雇以後に行われた無給休職措置は本件整理解雇

を取り巻く労使間の深刻な対立により企業の存立自体が危険になるとい

う最悪の状況を防ぐために苦肉の策として施行されたという点は、先ほ

ど認められたとおりである。また、記録によれば、被告は本件整理解雇
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に先立ち、部分休業、賃金凍結、循環休職、社内協力業者の人員縮小、

役職員福祉中断、希望退職などの措置を実施したことが分かる。上記の

ような事情と当時被告が直面した経営危機の性格や程度、被告の事業内

容と規模などを総合してみれば、被告としては解雇回避のための努力を

尽くしたと認めなければならないであろう。これとは異なり被告が解雇

回避努力を尽くしたと認めることができないとする原審判決には、整理

解雇の要件のうち、解雇回避のための努力を尽くしたのか否かに関する

解釈を誤ったか審理不尽の誹りを免れない。

３．結論　したがって、原審判決を破棄し、事件を再度、審理・判断させるた

め原審裁判所に差し戻し、関与大法院判事の一致した意見として、主文のと

おり判決する。

裁判長大法院判事　クォン・スンイル　

大法院判事　ミン・イルヨン　

主審大法院判事　パク・ポヨン

大法院判事　キム・シン

別紙　原告名簿（省略）

　二　大林自動車工業株式会社整理解雇無効確認事件　大法院判決

大法院第２部　2014年12月24日　判決

事件　　　　　2014다13556　解雇無効確認など

裁判経過　釜山高等法院（昌原）2014年１月24日（2012나894）判決

　　　　　昌原地方法院　2012年１月12日（2010가합2176）判決

全文　原告、被上告人　省略

　　　代理人　省略

　　　被告、上告人　大林自動車工業株式会社
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　　　代理人　省略

主文　上告を棄却する。

　　　上告費用は、被告人が負担する。

理由　

上告理由（上告理由書提出期間が経過した後に提出された上告理由補充

書記載は、上告理由を補充する範囲内おいて）について判断する。

　勤労基準法第24条第１項ないし第３項によれば、使用者が経営上の

理由により勤労者を解雇しようとするときは、緊迫した経営上の必要が

なければならず、解雇を避けるための努力を尽くすべきであり、合理的

且つ公正な解雇の基準を定め、これに応じてその対象者を選定し、解雇

を避けるための方法と解雇の基準等に関し、勤労者の過半数によって組

織された労働組合または勤労者代表に解雇を行う日の50日前までに通

報し、誠実に協議しなければならない。ここにおいて上記各要件の具体

的内容は、確定的・固定的なものではなく、具体的事件において、他の

要件の充足程度と関連して流動的に定まるものであり、具体的事件にお

ける経営上の理由による当該解雇が上記各要件を全て備え正当であるの

か否かは、上記各要件を構成する個別事情等を総合的に考慮し、判断し

なければならない（大法院2002年７月９日（2001다29452）判決等参

照）。また、上記において述べる合理的且つ公正な解雇の基準が確定的・

固定的なものではなく、当該使用者が直面した経営危機の程度および整

理解雇を実施しなければならない経営上の理由、整理解雇を実施した事

業部門の内容と勤労者の構成、整理解雇実施当時の社会経済状況などに

応じて異なるものではあるが、客観的合理性と社会的相当性を有する具

体的な基準が示されなければならず、その基準を実質的に公正に適用

し、正当な解雇対象者の選定がなされなければならない（大法院2012

年５月24日（2011두11310）判決等参照）。原審は、その判旨におけ

る理由において、本事件の整理解雇は、たとえ被告に緊迫した経営上の
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必要があり、被告が解雇を回避するための努力および誠実な協議をした

としても、解雇対象者の選定基準が合理的且つ公正であるとみることは

できず、結局、本事件の整理解雇は経営上の理由による解雇要件を備え

ているとはできず、無効であると判断した。

　先にみた本法理と記録を照らし合わせてみると、上記のような原審の

判断は正当であり、そこに、上告理由の主張と同じく、整理解雇の判断

方法に関する法理の誤解、整理解雇対象者の選定基準に関する法理の誤

解による理由不備、理由齟齬、採証法則違反等の違法はない。

　したがって、上告を棄却し、上告費用は、敗訴者が負担することと

し、関与大法官の一致した意見として、主文のとおり判決する。　

裁判長　大法官　シン・ヨンチョル

　　　　大法官　イ・サンフン

主審　　大法官　キム・チャンソク

　　　　大法官　チョウ・フィデ

Ⅱ　質問事項と３つの回答

　一　2015年倒産労働法研究会韓国実態調査の質問事項（とりまとめ・

編集：池田悠）

Ⅰ　双龍自動車事件大法院2014年11月13日判決について

①　判決の位置づけについて

⑴　前提として、韓国法（労働法・倒産法）における本判決の意義は何なの

か？ 何らかの新しい判例法理が判示されていると見るべきなのか、それ

とも、既存の判例法理の一適用事例に過ぎないのか？

⑵　大法院が原審と異なる結論に至った理由は、何にあると考えられるか？

事実評価の相違なのか？ 人員削減の必要性や解雇回避努力の解釈に関す
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る違いなのか？ なぜ、原審への差戻しという結論になったのか？

②　本件事案における回生手続期間中のスト権行使について

⑴　経営破綻した回生企業が人員削減施策を企画し、回生計画案に含める場

合、これに反対する組合が長期間ストライキを構えることは韓国回生手続

においては異例のことなのか？ よくあることなのか？

⑵　その場合、工場生産を停止することで資金繰りが逼迫して二次破綻する

リスクを憂慮してDIPファイナンスを履行している銀行やメインバンクが

人員削減に反対する組合ストを批判したり、回生計画案で出資支援予定し

ているスポンサーが同じく組合ストの回避の主張をすることはないのか？ 

回生手続を監督する裁判所はどうか？

⑶　2014年の企業構造調整法８条２項４号によれば、「第２号による事項

（・・に必要な当該企業の人員・組織及び賃金の調整などの構造調整計画）

と関連して、当該企業の労働組合など利害関係人の同意が必要な事項に対

する同意書」自体を協議会が当該企業と協定することが予定されている。

金融機関主導の企業構造調整（リストラ）で人員調整への労働組合の協力

が事前に同意されることを求めているのは、法的再建手続において、人員

施策への組合協力が重要であるとの経験に基づくものなのか？

⑷　上記大法院判決が認定するように、回生手続中のスト権行使によって労

使の大妥協合意で整理解雇の一部撤回（無給休職への振り替え等）が実施

されたのは二次破綻を回避するためであって人員削減の必要性を否定する

根拠にならないことは明白であると考えるが、原審の当該部分の判断は余

りに偏った見方ではないか？

③　解雇回避措置について

⑴　韓国の労働実務においては、整理解雇前の解雇回避措置として、希望退

職の実施以前に、無給休職措置を講じることが多いのか？ 無給休職措置

とは、経営が改善し生産規模が回復した場合には無給休職中の労働者から

優先的に再稼動させるということか？ 復職するまでの期間当該労働者は
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無給で生活するのか、なにがしかの別途支援があるのか？ 復職するまで

の期間が未定であるとすれば休職者に過大過酷な負担とならないのか？

⑵　整理解雇訴訟での解雇回避措置判断において、経営判断原則は働くの

か？ 人員削減の必要性が高い場合には解雇回避措置を尽くす程度は低く

てもよいという関係はあるか？

④　韓国の整理解雇法理と大法院の役割

　　本件2014年11月大法院判決では、原審判断と大法院判断とでその認定し

た諸事実のどこに依拠して整理解雇法理の評価を行うかをめぐり真っ向から

対立する解釈がなされているように感じられる。過去の上告審判例の解釈変

更や憲法違反に限って判断をする日本の最高裁と異なり、韓国大法院は常に

流動的な柔軟な判断を行うことが整理解雇に限らず一般的によくあることな

のか？

⑤　大林自動車工業事件大法院2014年12月24日判決との関係

　　雙龍自動車事件および大林自動車工業事件の第一審からの詳細な事案の流

れを説明してもらいたい。そして、なぜ二つの事件において、整理解雇につ

いて有効・無効という正反対の結論が同じ大法院から出るに至ったのか？ 

事実認定の問題か？ 法の解釈（適用されるルール）の問題か？

Ⅱ　韓国法について

⑥　法定退職金等の支払状況について

　　使用者は、平時より、原則として１年以上勤務して退職する勤労者に給与

を支給するために退職金制度を設定しなければならず、勤労契約が終了した

ときは、事由の如何を問わず法定退職金を支給しなければならないため（勤

労者退職給与保障法４条）、勤労者を解雇した場合も、法定退職金を支給し

なければならず、また、支給されずに退職した勤労者に対しては、賃金債権

保障法に基づく替当金（立替金）が支払われる制度があるとのことである。

それでは、実際に使用者が倒産する（あるいは、倒産した）場合に、法定退
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職金が支払われる事例はどの程度あるのか？

⑦　優先再雇用制度について

　　経営上の理由により勤労者を解雇した場合は、勤労者を解雇した日から３

年以内に解雇された勤労者が解雇当時に担当していた業務と同じ業務を行う

勤労者を採用しようとするときは、解雇された勤労者が希望すれば、その勤

労者を優先的に雇用しなければならない（勤労基準法25条１項）とのこと

であるが、この制度の利用状況はどうなっているのか？

⑧　倒産事件および労働事件の処理における都市／地方の差について

　　日本では、首都の東京には、専門の弁護士等が多数存在し、裁判所におい

ても専門部を有するのに対し、地方都市である札幌では、そういった専門化

が行われていない結果として、事件の規模（例えば、企業規模、労働組合・

専門家の関与の有無（依頼するコスト等を含む。）や関与する者の知的水準

等）や解決水準（例えば、解雇事件における解決金の額等）等に差異が生じ

ていると感じている実務家がいる。日本以上に人口集中が進んでいる韓国に

おいては、ソウル近郊の首都圏と地方との間で、倒産事件及び労働事件の処

理に関し、差異があると認識されているか？ あるいは、地方に特有の問題

とされているようなことがあるか？

⑨　企業構造調整促進法について

⑴　企業構造調整促進法の意義は何か？ 法的な倒産処理手続なのか？

⑵　実際に企業構造調整促進法が適用される企業の割合や回生手続に移行す

る比率はどれくらいか？

⑶　企業構造調整促進法が適用された企業における解雇を巡る紛争はどのよ

うに処理されているのか？

　

　二　ソウル中央地方法院破産部の回答

2015年４月27日午前　

於：ソウル中央地方法院　別館３階303号会議室　
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質問書回答者：第12破産部　ナ・ウォンソク判事

応対者：尹駿（破産部主席部長判事）、季在権（破産部部長判事）、季在熙

（破産部部長判事）、黄進九（破産部部長判事）、朴源鐵（破産部

広報担当判事）ほか

訪問先紹介者：文聖昊（判事・大法院司法政策審議官）

訳：金炳学（福島大学行政政策学類）

　１　解雇回避措置について

【質問】　

가．韓国の労働実務においては、整理解雇前の解雇回避措置によって希望

退職を実施する以前に無給休職措置を採る場合が多いのか。

나．無統休職措置とは、経営が改善され、生産規模を回復した場合には、

無休休職中の勤労者から先に再雇用させるものなのか。

다．休職したときに、当該勤労者は、無給で生活するのか、そうでなけれ

ば、別途、なんらかの支援があるのか。

라．復職するまでの期間が未定であるとすれば、休職者に著しく苛酷な負

担とならないか。

마．整理解雇訴訟において、解雇回避措置の判断を行うに当たり、経営判

断原則は作用するのか。

바．人員減縮の必要性が高い場合には、解雇回避措置を尽くす程度は、低

くてもよいのか。

【回答】

가．そうではない。雙龍自動車事件においては、元来、勤労者2,646名を

減員する人力構造調整計画に従い、1,666名が、分社、営業職への転職、

希望退職などによって退社し、残りの980名に対し、整理解雇をしたに

過ぎず、無休休職はなかった。その後、労働組合が77日間のストライ

キの後に、希望者に限定し、無休休職処理を行うことで労使が合意し、
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その結果、無休休職者459名が発生した。

나．無休休職者の復職の問題は、当時の使用者と勤労者の約定に従って扱

うことができる。雙龍自動車の場合には、無休休職者、営業職への転職

者、希望退職者が公平に復職または採用されると約定された。

다．無休休職者に対する支援問題も約定に従い扱うことができ、雙龍自動

車の場合は、支援事項に関する別途の合意が存在しなかった。 

라．無休休職の場合の復帰時期に関する約定が存在しなければならない。

雙龍自動車事件の場合、「労使の合意日から１年経過後の生産物量に従

い、循環勤務が為されるようにし、実質的方案として、週間連続２交替

を実施する」と約定され、上記合意の解釈が問題となった。無休休職者

達は、１年経過後、当然復職を前提として、賃金を請求した事件に関し

て、第一審裁判所は、１年経過後の生産物量が充分であれば復職させ、

生産物量が不足した場合は、循環勤務を行うことで約定していたと判断

し、１年経過後の期間に勤労基準法上の休業手当（平均賃金の70％）

の支給を命じたが、控訴審裁判所は労使合意日から１年後、無休休職者

を無条件復帰させることと合意したとは判断できないという理由で、原

告の請求を棄却した。上記事件は、大法院に係属中である。

마.、바.　大法院は、解雇回避努力の方法および程度は、確定的、固定的

ではなく、当該使用者の経営危機の程度、整理解雇を実施しなければな

らない経営上の理由、事業の内容および規模、職級別人員状況などに

よって異なると判示している。

　２　韓国の整理解雇法理と大法院の役割

【質問】

　本件2014年11月13日の雙龍自動車整理解雇事件の大法院の判決におい

ては、原審の判断と大法院の判断が認めたいくつかの事実のうち、どのよ

うな点を根拠として、整理解雇の法理の評価をしたのかという点で、正面
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から対立する解釈であるように思われる。過去の上告審判例の解釈の変更

または憲法違反に限定して解釈する日本の最高裁判所とは異なり、韓国の

大法院は、常に流動的且つ緩やかな判断をしているが、これは、整理解雇

のみならず、一般的によくあることなのか。

【回答】　

　整理解雇の当時、雙龍自動車が置かれた経営危機が、継続的、構造的

（相当期間の新規設備および技術開発投資が不可能）であるのか、あるい

は、部分的、一時的危機であるのか（外部的条件の変化によって、暫時、

財務状態または営業実績が悪化し、短期間内に容易に改善することができ

るかどうか）、人員減縮規模の合理性の如何、解雇回避努力の程度に関し

て、判断が異なったに過ぎない。

　３　大林自動車工業事件（大法院2014年12月24日判決との関係）

【質問】

　雙龍自動車事件と大林自動車工業事件に対して、詳細な事案の流れを第

一審から説明していただきたい。そして、両事件においては、なぜ整理解

雇が、一方は有効、他方は無効であるという正反対の結論が、同じ大法院

から下されたのか。事実認定の問題なのか、法の解釈（適用されるルー

ル）の問題なのか。

【回答】

　雙龍自動車事件の場合、原審裁判所は、整理解雇の要件のうち、緊迫し

た経営上の必要、解雇回避努力の要件を充足させることができなかったと

判断した反面、大法院は、二つの要件が充足されたと判断した。他方で、

大林自動車工業の事件の場合には、整理解雇の要件のうち、緊迫した経営

上の必要、解雇回避努力の要件は充足すると判断したが、解雇の基準が合

理的且つ公正ではなかったと判断した（整理解雇対象者の選定基準につい

ては、勤労者の保護の側面と企業の利益の側面を40：60の割合で反映す



－　　－

行政社会論集　第 28 巻　第２号

92

るということになったが、実際の具体的基準は、事実上の人事考課等、企

業の利益のみを反映するものとされ、その評価は、客観的公正性を失って

いたと判断された）。結局、上記の二つの事件は、自動車会社と二輪車会

社という共通点があるに過ぎず、全く異なる事実関係および法理的争点に

起因するものであり、比較することは、困難である。

　三　ソウル民主労総（労働者側代理人）の回答

　　　2015年４月27日午後

　　　於：ソウル民主労総（京郷新聞別館４階会議室）

　　　キム・テウク（全国金属労働組合法律院京南事務所・弁護士）

　　　チャン・ソクウ（全国金属労働組合法律院・弁護士・公認会計士）

　　　訪問先紹介者：崔碩桓（ソウル明知大学校講師）

　　　訳：金炳学（福島大学行政政策学類）

Ⅰ　双龍自動車事件大法院2014年11月13日判決について

①　判決の位置づけについて

⑴　前提として、韓国法（労働法・倒産法）における本判決の意義は何なの

か？ 何らかの新しい判例法理が判示されていると見るべきなのか、それ

とも、既存の判例法理の一適用事例に過ぎないのか？

【回答】

　法理自体について新たに判示した部分はありませんが、労働者に不利な

既存の法理を再確認しました。すなわち、①企業の運営に必要な人員の規

模、余剰人員の規模に対して、相当の合理性が認定される限り、経営判断

の問題に属するものであり、特別な事情がない限り、経営者の判断を尊重

しなければならないという法理（大法院（2011年다60193）判決、トン

ソ工業判決）をそのまま適用し、②勤労関係を維持する解雇回避努力をま

ず模索して、勤労関係を終了させる解雇回避努力は最終的な手段でなけれ
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ばならないという原審判決を破棄することで、解雇回避努力を広く認定し

ていた既存の大法院判決の立場を再確認しました。

　しかし、本件において、特に争点となったいわゆる会計操作問題（有形

資産損傷差損過大計上）に関して判示しつつ、大法院が、「予想売上数量

の推定が、多少、保守的になされたとしても、その合理性を認定しなけれ

ばならない」と判示した部分があります。この部分が、本判決において、

最も不当な部分でありますが、当時、被告（雙龍自動車）が行った予想売

上数量（５年間約65万台）を外部監査人（アンジン会計法人）が、特別

な根拠もなく、減縮（５年間約23万台）したにもかかわらず、大法院は、

これを正当であると認定しました。特に、判決文をみると、上記のように

減縮した予想売上数量を「被告」が行ったように判示したところに、基本

的な事実関係の把握においても誤りがあったといえます。しかし、これ

は、整理解雇に関する新しい法理というよりは、有形資産損傷差損過大計

上という争点に対して判断する過程で形成されたものに過ぎず、この部分

の法理が整理解雇の緊迫した経営上の必要性を判断する一般的な法理とし

て拡張することはできないと考えます。

　破棄差戻前の原審は、企業回生手続においても、勤労基準法上、整理解

雇の法理がそのまま適用されるだけでなく、回生手続においては、倒産法

的な観点から、回生計画案が作成されるだけであり、勤労者の保護という

観点から、十分な検討がなされるものではないため、雙龍自動車の整理解

雇計画が含まれた回生計画案が認可され、法院（裁判所）の許可があった

としても、整理解雇の必要性が検証されているとはみることはできないと

明確に判示しました。大法院は、これに対し、明示的な判断をしておりま

せんが、回生手続が開始されたとして、整理解雇の緊迫した経営上の必要

性を認定したのではなく、解雇当時の資金流動性、財務健全性、生産性お

よび効率性の危機如何と人員削減規模の適正性を別途に判断したのであ

り、回生手続においても、勤労基準法上の整理解雇の法理が適用されると
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いう点を間接的に認定したとみることができます。

⑵　大法院が原審と異なる結論に至った理由は、何にあると考えられるか？ 

事実評価の相違なのか？ 人員削減の必要性や解雇回避努力の解釈に関す

る違いなのか？ なぜ、原審への差戻しという結論になったのか？

【回答】

　事実に対する評価および整理解雇に関する法理のすべてにおいて、原審

と相違があります。すなわち、事実の評価に関してみると（原審と異な

り）大法院は、予想売上数量に対して使用者側に著しく広範囲な裁量権を

認定し、流動性資金の危機も、流動性が不足しているという現状のみに執

着したのであり、改善可能性に対する検討が不足していたとみられます。

また、構造調整の規模の算定に於いても、大法院（2011다60193）判決

によっても、「相当な合理性」が認められなければなりませんが、人員算

定の根拠が具体的に提示されたことがないにもかかわらず、漠然とこれを

認定しました。

　法理的な部分においても、（原審と異なり）、大法院は、整理解雇の回避

と直接関連のない日常的な緊縮経営もすべて解雇回避努力として認定し、

各種解雇回避努力中において優先されなければならない事項（雇用関係を

維持する解雇回避努力）と補充的な事項（雇用関係を終了させる解雇回避

努力）を区別せず、結局、整理解雇の最後手段性を忘却しました。

②　本件事案における回生手続期間中のスト権行使について

⑴　経営破綻した回生企業が人員削減施策を企画し、回生計画案に含める場

合、これに反対する組合が長期間ストライキを構えることは韓国の回生手

続においては異例のことなのか？ よくあることなのか？

【回答】

　韓国の労働者達にとって、通常、回生手続は、いまだに、破産に至る前
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の手続としてのみ認識される場合が多く、破産の場合には退職金などの賃

金債権が完全に保護されないために、回生手続に人員減縮計画が含まれる

場合、（法定退職金より多い）退職慰労金を受けた後、希望退職に応じる

場合が多いといえます。もちろん、この希望退職は相当な強要によってな

されるものであり、事実上の整理解雇と別段相違がない場合も無数にあり

ます。回生計画案に人員減縮計画が含まれる場合、労働組合が長期間にわ

たり、ストライキを行うことは、よくあることではありませんが、雙龍自

動車事件には、特殊な諸事情があります。すなわち、雙龍自動車の大株主

である上海自動車が、2004年に雙龍自動車の経営権を引き受けたときか

ら、投資をし、雇用を保障するという雇用安定協約を５度にわたって締結

したにもかかわらず、技術収奪流出にのみ集中したにすぎず、なんら、技

術開発および投資をしませんでした。また、整理解雇の過程においても、

最初に樹立した構造調整（人員削減）計画を変更しようとはせず、勤労時

間の短縮や循環休職等に対して検討することなく、きわめて大きい規模

（2,646名を構造調整するということでは、これは当時の生産職の45.5％）

の構造調整を強行したといえます。

⑵　その場合、工場生産を停止することで資金繰りが逼迫して二次破綻する

リスクを憂慮してDIPファイナンスを履行している銀行やメインバンクが

人員削減に反対する組合ストを批判したり、回生計画案で出資支援を予定

しているスポンサーが同じく組合ストの回避の主張をすることはないの

か？ 回生手続を監督する裁判所はどうか？

【回答】

　回生債権者が、清算型回生手続廃止後、破産を要請する場合がありま

す。雙龍自動車の場合も、2009年８月５日回生手続廃止および早期破産

手続への移行を要請（ただし、その後、改めて回生手続を申請することを

念頭に置いていた）したことがあります。回生手続を監督する法院の場



－　　－

行政社会論集　第 28 巻　第２号

96

合、回生手続を維持しようと努力をしたほうといえます。ただし、ストラ

イキが長期化する場合、法院は、回生手続の維持如何を検討することにな

りますが、雙龍自動車事件の場合、ストライキの途中である2009年７月

に清算価値と継続企業価値を再調査したこともあります。

⑶　2014年企業構造調整法８条２号４項によれば「第２号による事項（・・

に必要な当該企業の人員・組織および賃金の調整などの構造調整計画）と

関連して、当該企業の労働組合など利害関係人の同意が必要な事項に対す

る同意書」自体を協議会が当該企業と協定することが予定されている。金

融機関主導の企業構造調整で人員調整への労働組合の協力が事前に同意さ

れることを求めているのは、法的再建手続において人員施策への組合の協

力が重要であるとの経験に基づくものなのか？

【回答】

　はい、そのように考えられます。労働組合の同意がある場合、整理解雇

をはじめとした人員構造調整の実施が容易になり、法律的な紛争が発生す

る場合も正当であると判断される可能性がなくなるためです。

⑷　上記大法院判決が認定するように、回生手続中のスト権行使によって労

使の大妥協合意によって整理解雇の一部撤回（無給休職への振り替え等）

が実施されたのは二次破綻を回避するためであって人員削減の必要性を否

定する根拠にならないことは明白であると考えるが、原審の当該部分の判

断は余りに偏った見方ではないか？

【回答】

　そのようにみることは、難しいと考えられます。なぜなら、最初の回生

計画案に含まれた構造調整の規模が適正であることが前提となりますが、

まったく、そうではなかったためです。実際に、韓国においては整理解雇

に反対するストライキが違法となるため、使用者は、構造調整を行う場合
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に労働組合が反対したとしても、最後まで、押し通せば、自分たちの立場

を貫徹させることができるとみており、最初から無理な規模の減縮を推進

する場合が多いといえます。雙龍自動車の場合も、最初に樹立した構造調

整の規模を修正しませんでした。ただし、構造調整の人員のうち、希望退

職および整理解雇者の比率のみが変動したに過ぎません。雙龍自動車が最

初に作成した構造調整の計画を修正する意思がなかったという点は、ソウ

ル地方弁護士会の真相調査報告書においても確認された内容です。

③　解雇回避措置について

⑴　韓国の労働実務においては、整理解雇前の解雇回避措置として、希望退

職の実施以前に、無給休職措置を講じることが多いのか？ 無給休職措置

とは、経営が改善し生産規模が回復した場合には無給休職中の労働者から

優先的に再雇用するということか？ 復職するまでの期間、当該労働者は

無給で生活するのか、なにがしかの別途支援があるのか？ 復職するまで

の期間が未定であるとすれば休職者に過大過酷な負担とならないのか？

【回答】

　2013年より、事業主が無休休職および休業の形態で、雇用を維持して

いる場合、政府から、休職勤労者に180日を限度として、最大720万ウォ

ンの雇用維持支援金を直接支給する無休休職支援制度が実施されました。

それまでは、雇用保険法上、無休休職に対する支援は、事業主に対し、所

定の雇用維持支援金を支給する方式でなされたため、無休休職や休業をし

ている勤労者達は、政府の支援なく日雇職等として、生計を維持しなけれ

ばならず、負担となっていたことは事実です。そうであったとしても、無

休休職者達は、健康保険において職場加入者資格が維持され、無休休職期

間は、退職金算定対象期間に含まれる等の恩恵を受け、休職期間が徒過し

た後に復職ができなかった場合、会社に対し賃金相当額の損害賠償請求も

行うことができるため、相当な数の勤労者達が無休休職を選択しました。
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⑵　整理解雇訴訟での解雇回避措置判断において、経営判断原則は働くの

か？ 人員削減の必要性が高い場合には解雇回避措置を尽くす程度は低く

ても良いという関係があるのか？

【回答】

　韓国の大法院は、解雇回避努力の方法および程度は、確定的、固定的で

はなく、使用者の経営危機の程度、整理解雇を実施しなければならない経

営上の理由、事業の内容および規模、職級別の人員状況等によって異なる

とみており、これは、経営判断の原則を相当程度、受容したものと理解で

きます。特に、解雇回避努力と相当に密接な関連がある余剰人員の算出規

模に対しては、相当な合理性が認められている限り、経営判断の問題に属

するものであり、特別な事情がない限り、尊重されなければならないと明

示したこともあります。

　人員削減の必要性が高ければ高いほど、解雇回避努力は減縮されるとみ

ています。

④　韓国の整理解雇法理と大法院の役割

　　本件2014年11月大法院判決では、原審判断と大法院判断とでその認定し

た諸事実のどこに依拠して整理解雇法理の評価を行うかをめぐり真っ向から

対立する解釈がなされているように感じられる。過去の上告審判例の解釈変

更や憲法違反に限って判断をする日本の最高裁と異なり、流動的で柔軟な判

断を韓国大法院は行うことが整理解雇に限らず一般的によくあることなの

か？

【回答】

　法律的には、韓国の大法院の機能は、法律審であり、本案に関する事実

関係に対しては、大法院も事実審法院と異なる判断をすることができない

ということが原則となります。しかし、いわゆる証拠採用法則違反という
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事由をあげ、大法院が、事実上、事実関係に対して判断を行う場合が相当

に多く存在します。これについては、事実審の有名無実化を招来し、特

に、刑事訴訟の場合には、公判中心主義にも反するという批判が多くあり

ますが、依然として、改善されていません。

 

⑤　大林自動車工業事件大法院2014年12月24日判決との関係

　　雙龍自動車事件および大林自動車工業事件の第一審からの詳細な事案の流

れを説明してもらいたい。そして、なぜ二つの事件において、整理解雇につ

いて有効・無効という正反対の結論が同じ大法院から出るに至ったのか？ 

事実認定の問題か？ 法の解釈（適用されるルール）の問題か？

【回答】

　①緊迫した経営上の必要、②解雇回避努力、③解雇対象者選定基準の合

理性及び公正性、④労働組合との誠実な協議という整理解雇の要件のう

ち、雙龍自動車事件の場合、第一審は、すべて肯定、控訴審は①、②要件

を否定、大法院は、①、②をすべて肯定し、整理解雇が有効であるという

趣旨で破棄差戻しを行い、大林自動車工業の事件の場合、第一審はすべて

の要件を肯定、控訴審は③の要件を否定、上告審は、控訴審の判断を正当

であるとし、整理解雇が無効であるという確定判決を下しました。大林自

動車工業事件において、大法院（第２部）は、原審が認定した事実関係を

もとに法律判断のみを行い、原審と同じ結論を導き出しました。上告審た

る大法院は、原審判決の法令違反の有無のみを判断する法律審であり、そ

の前提となる事実関係については、このように原審の判決に従わなければ

なりません。反面、雙龍自動車事件において、控訴審は解雇当時の雙龍自

動車に流動性資金の危機があったもののこれを緩和させることができる他

の手段があり、有形資産損傷差損と関連した会計操作があったため、

HPV自体からは、収益性および効率性を判断できず、余剰人員算定に

MODAPS技法を活用したという主張も、真偽の如何を確認できない等の
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事実認定をした結果、①要件を否定しましたが、大法院（第３部）は、こ

れと真っ正面から背馳する事実を認定し、その判断をひっくり返したもの

であり、一種の越権を行ったものとみることもできます。

　ただし、原告代理人としては、雙龍自動車事件の場合、破棄差戻し後の

控訴審では、新たな法律上の主張である雇用安定協約を根拠として．

2014年11月13日大法院判決とは異なり、整理解雇が無効であるという判

決を受けることができるように、努力しております。整理解雇を制限させ

る内容に団体協約（雇用安定協約）に違反した整理解雇は無効であり、単

に、団体協約の締結当時の事情が著しく変更され、使用者に、そのような

団体協約の履行を強要することが客観的に明白に不当な結果に至る場合に

は、その限りではないとする大法院判決（大法院2014年３月27日（2011

두20406）判決）があります。雙龍自動車事件破棄差戻し判決前の原審の

段階では、上記のような法理が、未だ明確な大法院の判決として確認され

ていない状況（審理不続行判決のみが存在する）でありましたが、雙龍自

動車事件に関するソウル高等法院の判決以降、上記判決が言渡され、これ

を主張している最中です。

　雙龍自動車は、経営権が上海自動車によって引き受けられた2004年以

降、５度にわたり、雇用安定協約を締結し、技術開発および投資を行うと

いう合意書を労働組合との間にかわしましたが、これと反対に上海自動車

は技術流出のみに没頭し、投資もほとんどしませんでした。また、本件整

理解雇に至る段階では、予想販売量減少が予想（勿論、その予想において

も誤りがあります）されるという理由のみで、勤労時間の短縮または循環

休職というワークシェアリング方式を検討せず、そのまま交替勤務組を縮

小（２交替から１交替へ）しました。

　

Ⅱ　韓国法について

①　法定退職金等の支払状況について
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　使用者は、平時より、原則として１年以上勤務して退職する勤労者に給与

を支給するために退職金制度を設けなければならず、勤労契約が終了したと

きは、事由の如何を問わず法定退職金を支給しなければならないため（勤労

者退職給与保障法４条）、勤労者を解雇した場合も、法定退職金を支給しな

ければならず、また、支給されずに退職した勤労者に対しては、賃金債権保

障法に基づく立替金が支払われる制度があるとのことである。それでは、実

際に使用者が倒産する（あるいは、倒産した）場合に、法定退職金が支払わ

れる事例はどの程度あるのか？

【回答】

　回生手続の場合、勤労者の退職金は、共益債権（１）であるため、回生計

画によらず、随時に支払を受けることができます。回生手続は、企業の継

続運営を前提とするため、特別な事情がない限り、退職金は大部分支給さ

れますが、企業の資金状況上、その支給が遅れることがあります。法律上

は、使用者が勤労者と合意することなく、退職後14日以内に退職金を支

給しない場合には、刑事処罰を受けますが、回生手続における管理人は資

金事情の悪化、法院の不許可など不可避的に退職金を支給期日ないに支給

できない場合には、その責任が阻却され、刑事処罰を受けません（２）。こ

のように退職金の支給が遅れる場合、勤労者は雇用労働部長官（勤労福祉

公団）に立替金の申請をし、３年当たりの退職金は優先的に受領すること

ができ、その後、雇用労働部長官（勤労福祉公団）が当該金額を共益債権

として、回生企業に求償することができます。

　破産手続の場合、勤労者の退職金は、財団債権（３）であるため、破産手

続によらずに破産管財人が随時に弁済しなければなりません。しかし、破

⑴　債務者回生および破産に関する法律第179条第１項第10号。

⑵　大法院2015年２月12日（2014도12753）判決。

⑶　債務者回生および破産に関する法律第473条第10号。
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産財団の財産の大部分に担保権が設定されているのが通常であり、最優先

弁済権がある範囲（直近３年当たりの退職金）は支給されますが、それ以

上の場合、実質的に弁済を受けることが困難です。回生手続と同じく、勤

労者は３年当たりの退職金の範囲内において賃金債権保障法による立替金

を申請することができます。実質的に、残余財産がある場合であっても、

破産宣告以降財団債権に基づく強制執行は認められないため（４）、勤労者

は退職金の支給を受けられない場合には、法院に対して監督権の発動を促

すのか、破産管財人を相手に不法行為に基づく損害賠償請求を行うなどの

別途の措置を講じることで、追加的な退職金を得ることが可能となりま

す。

②　優先再雇用制度について

　経営上の理由により勤労者を解雇した場合は、勤労者を解雇した日から３

年以内に解雇された勤労者が解雇当時に担当していた業務と同じ業務を行う

勤労者を採用しようとするときは、解雇された勤労者が希望すれば、その勤

労者を優先的に雇用しなければならない（勤労基準法25条１項）とのこと

であるが、この制度の利用状況はどうなっているのか？

【回答】

　2007年４月11日改正以前には、「雇用するよう努めなければならない」

と規定されていて、なんら、実益がありませんでしたが、2007年４月11

日に施行された改正法においては、「雇用しなければならない」と規定が

変更されたものの、依然として制度が利用された事例がほとんどなかった

ものと把握しております。もっとも大きな理由は、整理解雇された勤労者

は訴訟で争う場合でなければ、当該会社が採用計画を練っているのか、実

際にどの程度採用をするのか等に対してよく把握していない場合が多く、

⑷　大法院2007年７月12日（자2006마1277） 決定。
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実際にこのような制度をよく理解していないため、行使することが難しい

ためです。これを認めた最初の事例が、仁川地方法院2014年９月25日

（2013가합17168）判決となります。この事案は、障害者福祉施設の生活

部業務担当生活再活教師として勤務していたものの解雇された勤労者が、

福祉施設が事務行政業務担当生活再活行使を採用するに当たり、再雇用義

務を主張して認められた事案（現在、控訴審にて係属中）です。この事案

も、当該勤労者が整理解雇の無効確認訴訟を追行していたため、このよう

な事実を知っていて、その権利を行使したものです。判決主文は、「被告

は、原告に対し、雇用の意思表示をせよ。被告は、原告に対し、2011年

７月１日から雇用の意思表示をするまで、月〇〇ウォンの比率による金銭

を支給せよ」という形式で下されます（金銭責任の認定根拠は、不法行為

による損害賠償請求であり、その金額は賃金相当額となる）。

　結局、上記の制度が実益を有するとすれば、使用者は、上記規定の適用

を受ける新規採用手続に先立ち、再雇用優先権を有する対象者に個別的通

知の方式で、採用手続を告知し、その意思を確認する義務が賦課されなけ

ればなりません。上記、仁川地方法院の判決に於いても（現在の法規定に

はそのような明文化がなされていないとしても）、解釈上、そのような義

務が認められるものとみています。

③　倒産事件および労働事件の処理における都市／地方の差について

　日本では、首都の東京には、専門の弁護士等が多数存在し、裁判所におい

ても専門部を有するのに対し、地方都市である札幌では、そういった専門化

が行われていない結果として、事件の規模（例えば、企業規模、労働組合・

専門家の関与の有無（依頼するコスト等を含む。）や関与する者の知的水準

等）や解決水準（例えば、解雇事件における解決金の額等）等に差異が生じ

ていると感じている実務家がいる。

　日本以上に人口集中が進んでいる韓国においては、ソウル近郊の首都圏と
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地方との間で、倒産事件および労働事件の処理に関し、差異があると認識さ

れているか？ あるいは、地方に特有の問題とされているようなことがある

か？

【回答】

　現在、破産部は、地方法院本院のうち14箇所（ソウル中央、議政府、

仁川、水原、春川、大田、清州、大邱、釜山、蔚山、昌原、光州、全州、

済州）に設置されています。しかし、倒産事件の専門的な処理のため、政

策的に管轄高等法院の地方法院本院（ソウル、大田、大邱、釜山、光州）

にも、申請することができるよう法律に規定されており、大多数の企業が

首都圏に本社を置きまたは主たる営業所を有しており、専門弁護士の事務

所も大部分がソウルにあるため、特に、大企業の倒産事件は、ソウル中央

地方法院に集中している傾向です。最近、大法院の回生・破産委員会は、

ソウル中央地方法院破産部をソウル倒産法院として拡大改編しようと計画

しています。これが実現すれば、倒産事件のソウル集中化傾向は、ますま

す強まるものと予想されます。

　労働事件の場合にも、地方の場合には、労働専門担当部がない場合が多

く（特に支院の場合、すべてありません）、裁判所において労働法のもっ

とも基礎的な法理も分からない場合が多く、事件を担当する代理人を当惑

させることがあります。また、労働専門担当部といえども、ソウル中央地

方法院の労働専門担当部がもっとも労働事件に専門的であるという評価が

多く、実際にもそのような点はあります。そこで、特に、大法院の判決が

なく、新たに判例を作り出さなければならない場合には、ソウル中央地方

法院に受け付けさせる場合が多く、このため、形式的な訴訟当事者を追加

したり、または、住所地を移転させる場合も、稀に、存在します。

④　企業構造調整促進法について

⑴　企業構造調整促進法の意義は何か？ 法的な倒産処理手続なのか？（５）



－　　－105

倒産労働法研究会 韓国整理解雇事件実態調査報告書（金炳学＝池田悠＝中島弘雅）

【回答】

　ワークアウト（workout）は、一般的に、法的倒産手続外において、

債務者と債権者および債権者相互間の協約による満期の延長、元利金の減

免、出資転換等の債務調整を行うことで、企業の財務的な困窮を解消しよ

うとする一連の過程をいいます。企業構造調整促進法（以下、「企促法」

という）は、負債規模を基準として、金融機関の信用供与額が500億ウォ

ン以上（６）である企業のワークアウトが、迅速且つ円滑に推進することが

できるように制定され、現行の企促法は、2014年１月１日に制定され、

2015年12月31日まで有効な時限立法です（７）。

　韓国政府や金融監督機関は、ワークアウトが金融機関の自律的な約束で

あることを強調しておりますが、その施行過程をみると、政府が主導した

⑸　ク・フェグン＝オ・セヨン「企促法常時化に対する批判的検討及び回生手続

改善方案模索」内容参照。

⑹　500億ウォン未満である企業に対しては、債権銀行協議会運営協約（債権銀行

協約）、建設会社及び施行社に対しては、大株団協議会運営協約（大株団協約）、

Ｐ／Ｆ事業の円滑な事業正常化のためには、Ｐ／Ｆ大株団協議会運営協約（Ｐ

／Ｆ大株団協約）、信用危険評価Ｂ等級の中小企業に対しては、中小企業Fast-

Trackプログラム共同運用指針、その他の債権団の自律的な協約等多様なワーク

アウトプログラムがあります。

⑺　企促法の歴史を簡単に概括すると、1997年の外貨危機に対応し、大企業の連

鎖倒産を防ぎ、迅速に企業構造調整を推進するため、政府の主導の下、1998年

６月頃、銀行、証券会社、保険会社など合計210の金融機関が不調企業に対す

るワークアウト手続を定めた「企業構造調整のための金融機関協約」を締結し、

その協約の主たる内容を反映し、2001年８月に初めて、存続期限を2005年末ま

でとする時限立法として第１次企促法が制定され、その後、若干の修正を経て

2007年８月に存続期限を2010年末までとする第２次企促法が制定されました。

また、2011年５月に存続期限を2013年末までとする第３次企促法が制定されま

した。
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制度（８）であり、韓国政府は、大株主または監督機関として、事実上、国

内のすべての金融機関に影響力を及ぼしており、事実上は、政府（金融当

局）主導型の企業構造調整ということができます。ワークアウト制度がな

ければ、企業は法的倒産手続である回生手続を利用することしかできず、

回生手続とも密接な連関性を有しています。企促法は、当初、経済危機の

対応のための時限立法として導入されましたが、現在は、もう一つの法的

倒産手続としてみても差し支えがないほど、企業構造調整の一つの方法と

して、定着しました。ただし、これに対しては、メイン銀行と債権金融機

関協議会が、管理手続を強制することができるようにし、資本主義的市場

経済秩序および私的自治の原則に違反するという指摘があり、信用供与額

が500億ウォン以上である企業と、同額以下である企業を差別するという

点で平等権の侵害にあたるという指摘もなされており、さらには、国内金

融機関を適用対象としつつも、外国金融機関を排除することでこれらを差

別しているという指摘もなされています。また、債権者の一人に過ぎない

メイン銀行をして、手続逐行を行わせ、これによって不利益をこうむるそ

の他の金融機関に対する司法的救済手段が脆弱であるという点と、金融監

督当局が介入するという点において、『官治金融』の一形態であるという

批判があります。しかし、手続が比較的迅速に進行される点、商取引債権

者とは正常的な営業取引が可能なために、経済的、社会的な影響を最小化

しうるという点、新規資金支援が活性化されるという点などにおいて、そ

の意義があります。

⑻　法院が主導する法的倒産手続に対して、不信を抱いていた経済官僚達は、法

院が法的倒産手続を通じて主要な大企業の死活問題を決定するよりは、直接、

影響力を行使することができる方式を望み、これに対する解決策として、ワー

クアウト手続が導入されました。
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⑵　実際に企業構造調整促進法が適用される企業の割合や回生手続に移行す

る比率はどれくらいか？

【回答】

　1998年から2014年２月まで、企促法上のワークアウト手続によって、

構造調整を推進した企業は、188の企業に及び、その内、83の企業（44％）

が、経営正常化等の事由によって「卒業」しており、44の企業（23％）

は、回生手続開始などの事由により、ワークアウト手続が中断し、2014

年2月末を基準とすると、61の企業がワークアウト手続を進行しています。

年度別ワークアウト手続の進行推移
（９）

区　分 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

開　始 24 14 2 13 5 3 4

卒　業 1 18 10 8 5 7

中　断 2 2 1 1

進行中 24 38 40 52 37 28 19 17 10

区　分 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.2 合　計

開　始 4 44 37 9 15 13 1 188

卒　業 3 2 7 6 6 7 83

中　断 7 7 9 13 2 44

進行中 7 9 39 63 57 52 60 61

⑶　企業構造調整促進法が適用された企業における解雇を巡る紛争はどのよ

うに処理されているのか？

【回答】

　企促法が適用されない場合と本質的な相違はありませんが、ワークアウ

ト等の状態に至った場合、法院において緊迫した経営上の必要性を、事実

⑼　ク・フェグン＝オ・セヨン「企促法常時化に対する批判的検討及び回生手続

改善方案模索」内容参照。
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上、より広く認めてくれます。特に、労働組合が事前に同意書を提出した

場合には、一層、その傾向にあります。ただし、解雇対象者算定基準の場

合には、特に、違いはありません（例：ワークアウト中であるクムホタイ

ヤ事例）。

　四　梨花女子大学法学専門大学院　都在亨教授の回答

　　　2015年４月28日午後

　　　於：梨花女子大学法学専門大学院法学館105号教室

　　　訳：盧尚憲（ソウル市立大学　法学専門大学院　教授）

　　　（補訂：金炳学（福島大学行政政策学類））

Ⅰ　雙龍自動車事件大法院2014年11月13日判決について

①　判決の位置づけについて

⑴　前提として、韓国法（労働法・倒産法）における本判決の意義は何なの

か？ 何らかの新しい判例法理が判示されていると見るべきなのか、それ

とも、既存の判例法理の一適用事例に過ぎないのか？

【回答】　

　まず、労働法の観点から見ると、本判決は新たな判例法理を示したとみ

ることは困難である。韓国の裁判所は雇用リストラを奨励・促進するとい

える。判例によれば、構造調整（リストラ）の実施の可否については原則

として団体交渉の対象とはならず、それに反対するストライキは違法とし

て扱う。そして、勤労基準法第24条が整理解雇に関して明らかに４つの

有効要件を規定しているが、裁判所は依然として柔軟に解釈している。裁

判所は辞職あるいは合意解約の形で進める雇用調整については労働法的介

入も避ける。2014年11月雙龍自動車事件の大法院判決が言渡されたとき、

労働法学界はその結果についてある程度予測ができたといえよう。本判決

については、「緊迫した経営上の必要性を幅広く受け入れていた流れに
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従ったものといえよう」、 また「緊迫した経営上の必要性についての判例

の傾向は、会社の将来に来ると予測できる危機に対処するための客観的な

合理性がある場合に認められてきたこれまでの大法院の見解を再度確認し

た」との評価 がその例である。労働法学者たちのこのような評価は、そ

れだけ多くの学者たちが雇用リストラに対する大法院の政策的な意思を明

確に感じていたということである。そして、倒産法の観点からみると、雙

龍自動車事件は回生手続のなかで行われた雇用リストラに整理解雇法理が

適用されるかが本格的に争われた事件という点で意味がある。従前は、破

産宣告の後、会社の清算過程で行われる解雇（清算解雇）を整理解雇とし

て扱うことができるかが問題になったことがある。なぜならば、清算解雇

は使用者側の事情によって行われることや「経営上の理由による解雇」と

いう点に着目すれば、それを勤労基準法24条１項の整理解雇とみること

もできる。しかし裁判所は、整理解雇は企業の維持・継続を前提にその従

業員の一部を解雇することと解し、破産管財人が破産宣告によって破産者

の会社が解散した後、事業の廃止のために行われる解雇は通常解雇である

ため、整理解雇の要件を満たす必要はないと判決した（10）。ただし、回生

手続は、当該企業が継続することを前提とするという点で破産手続とは区

別され、先に言及した清算解雇に関する判例法理が適用されることは難し

い。雙龍自動車事件において、会社は、本件の人員削減規模は回生裁判所

が回生計画を審理する前提条件としたものだけではなく、回生を決定する

ための不可欠な条件となり、本件の整理解雇を実施する際、回生裁判所の

許可決定を受けた点でその必要性および正当性は既に検証されているた

め、整理解雇法理は適用されないと主張した。しかし原審（ソウル高等法

⑽　大法院2001年11月13日（2001다27975）判決；大法院2003年４月25日（200

3다7005）判決；大法院2004年２月27日（2003두2902）判決；大法院2011年３月 

24日（2010다92148）判決.
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院2014年２月７日（2012나14427） 判決）は、「債務者回生及び破産に

関する法律」上、回生手続の管理人は勤労基準法等の法令を遵守する義務

があり、回生手続のなかで労働者の利害を調整するか、またはその保護の

ための措置が十分に備わっていないと説示し、会社の主張を退けた。大法

院もこの原審の判断を肯定した。

⑵　大法院が原審と異なる結論に至った理由は、何にあると考えられるか？  

事実評価の相違なのか？ 人員削減の必要性や解雇回避努力の解釈に関す

る違いなのか？ なぜ、原審への差戻しという結論になったのか？

【回答】　

　第一に、人員削減の必要性または解雇回避努力に関する解釈に根本的な

違いがあるとはいい難い。原審と大法院とも整理解雇の第一要件である

「緊迫した経営上の必要性」を必ずしも企業の倒産を回避する場合に限定

せず、将来に予想できる危機に対応するために人員の削減が必要な場合も

含むとしているが、そのような人員削減は客観的にみて合理性がある場合

に認められるべきであるという点は同様であろう。しかし原審は、整理解

雇は労働者の責に帰すべき事由がないのに経営上の必要性によって実施さ

れること、通常大量の労働者を対象に広範に行われることで当該労働者お

よびその家族にもたらす影響が大きいこと、整理解雇された労働者の再訓

練・再就職などと関連して国の雇用政策への負担も大きいことなどに鑑み

ると、整理解雇に関する法令の解釈に当たっては整理解雇の特殊性を念頭

におき、その要件を厳格に解釈すべきであると指摘している。このポイン

トから本件の整理解雇をどのようにみるかについて原審と大法院とは異な

り分かれ目となったといえよう。

　第二に、このような観点の相違は、削減の人員数に対する原審と大法院

との評価において微妙な違いがある。つまり原審は、「使用者は、上記の

人員削減の一般的必要性のみならず、具体的な人員削減の規模ないし削減
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人員数の決定に関する客観的合理的な理由があることを証明する必要があ

る」と述べ、客観的な合理性の立証に重点を置いた。しかしながら、大法

院は、企業の運営に必要な労働力の規模はどの程度か、余剰は何人かなど

は、相当の合理性が認められる限り経営判断の問題であり、特別な事情が

ない場合は、経営者の判断を尊重しなければならない」とし、経営判断を

優先すべきであると判断した。

　第三に、事実評価について、原審と大法院の判断では明確に区別され

る。私見を述べれば、「緊迫した経営上の必要性」に関連する事実評価に

ついては原審の事実判断が整理解雇の法理に則ったものといえる。

　原審は、経営危機の原因や経営悪化が構造的な問題であるか否か、また

車種の生産中止あるいは新車種の開発・販売計画の撤収の必要性を確認し

たうえ、「人員削減の客観的な合理性」について判断した。

　2009年の雇用リストラに当たって主要な根拠は2008年の財務諸表であ

り、そこでは有形資産の損傷差損を約5,176百万ウォン計上し、負債比率

が561.3％まで増加したことだった。これはその後、回生手続中、サムス

ンKPMGが雙龍自動車の財務健全性が悪化したと判断した主な理由とな

り、それに従って「雇用リストラ案」が用意されており、本件整理解雇は

この「雇用リストラ案」に基づいて行われた。

　原審では、上記の財務諸表に記載された有形資産の損傷差損が過大に計

上されているのかが問題となった。そこで原審は2009年の財務諸表が作

成されるとき、会社は既存車種に対して2009年、また2010年に生産中止

を前提にして予想される売上数量を推定しながらも2013年までにそれら

を代替するいかなる新車種をリリースされないと仮定することによって、

有形資産の利用価値が過少に見積られており、また有形資産の損傷差損が

過大に計上された結果、財務の健全性が過度に低く評価されたことを明ら

かにしたうえ、被告の経営危機は構造的・継続的な危機であるとみるのは

困難であると判断した。これに対し大法院は、会社が有形資産の損傷差損
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を過大に計上した事実はある程度認めるとしても、将来に対する推定に不

確実性があることは避けられないことを考えると、被告の予想売上数量の

見積りが合理的かつ客観的な予測に基づいたものとすれば、その予測がや

や厳しくなされたとしてもその合理性は認めるべきである」と述べ、原審

の結論を覆した。上記のような大法院の判断は、整理解雇に関する判例法

理と矛盾する。なぜならば大法院が、整理解雇とは企業の維持・継続を前

提としているものと捉えているためである。このポイントからみると、会

社が大規模な整理解雇の後、いくつかの車種の生産を中止しながらも新車

種の開発・販売をしないとの仮定が「合理的かつ客観的な仮定」であると

解することはできない。整理解雇の法理に照らしてみると本件の大法院判

決は異常であり、原審の判決がむしろ判例法理に忠実であるといえる。

②　本件事案における回生手続期間中のスト権行使について

⑴　経営破綻した回生企業が人員削減施策を企画し、回生計画案に含める場

合、これに反対する組合が長期間ストライキを構えることは韓国回生手続

においては異例のことなのか？ よくあることなのか？

【回答】

　回生手続におかれた企業での労働組合が長期間ストを断行することは異

例のことである。韓国においても経営破綻し回生手続が行われる場合、労

働組合も経営危機を認めて人員削減をも協議するのが通常であり（ただ

し、この協議において労働組合が管理職などの従業員と関連して労働者の

代表者としての資格があるかどうかが問題になったりもする）、また回生

手続中に人員削減をしても整理解雇のような直接的な雇用リストラよりも

希望退職のような緩やかな（間接的）雇用調整が一般的によく利用され

る。反面、雙龍自動車の場合、経営危機の存在と人員削減の規模に対して

組合が同意していないこと、会社は希望退職などの緩やかな雇用リストラ

を提案することなく、すぐに大規模な整理解雇を進めたことにより、長期
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間にわたる深刻な労働争議につながったものといえよう。

⑵　その場合、工場生産を停止することで資金繰りが逼迫して二次破綻する

リスクを憂慮してDIPファイナンスを履行している銀行やメインバンクが

人員削減に反対する組合ストを批判したり、回生計画案で出資支援予定し

ているスポンサーが同じく組合ストの回避の主張をすることはないのか？  

回生手続を監督する裁判所はどうか？

【回答】

　会社が雇用リストラを発表した後、行われた大規模なストライキの最

中、主に企業と政府が組合とストライキの不法性を非難しながら対策を工

夫したが、メインバンクや取引銀行などの債権者が関与したり、意見を示

したことはなかったと記憶している。回生法院もストライキが終わった

後、「8.6.労使大妥協」の結論について特別な意見を示さずに承認した（こ

の点について原審は、会社が解雇回避努力をしなかった証拠の１つとして

みた）。

⑶　2014年の企業構造調整法８条２項４号によれば、「第２号による事項

（・・に必要な当該企業の人員・組織及び賃金の調整などの構造調整計画）

と関連して、当該企業の労働組合など利害関係人の同意が必要な事項に対

する同意書」自体を協議会が当該企業と協定することが予定されている。

金融機関主導の企業構造調整（リストラ）で人員調整への労働組合の協力

が事前に同意されることを求めているのは、法的再建手続で人員施策への

組合協力が重要であるとの経験に基づくものなのか？

【回答】

　構造調整（リストラ）の過程で雇用リストラや賃金減額に対する労働組

合の同意を要求することは1998年IMF金融危機のときから一般に用いら

れている。経営危機に瀕している企業としてはワークアウトのプロセスで
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は、メインバンクからの資金調達が必要であるが、銀行がサポートするた

めにその前提条件として労働組合の同意書を要求する。これらの要求は、

次に説明するように、雇用リストラや賃金減額の効力について労働組合の

同意が重要な判断基準となるためである。第１に、整理解雇に関する労働

組合の同意は、その効力を判断するとき大きく考慮される。判例によれ

ば、使用者が解雇を回避するための方法について労働組合または労働者代

表者と誠実に協議して整理解雇の実施に関する合意に達した場合、これら

の事情は解雇回避努力の判断においても考慮されるべきとされ、また整理

解雇対象者の選定基準の判断でも同様である（11）。第２に、労働協約の締

結により、賃金等の労働条件を不利に変更することは特別な事情がない限

り有効である。金融危機以降、リストラの過程で、労働組合が雇用安定を

求めて労働条件の低下を受け入れる交渉が頻繁に行われた。これに関連し

て労働協約の限界の問題が提起され、大法院は、「協約自治の原則上、労

働組合は使用者との間で労働条件を有利に変更する内容の労働協約だけで

なく、労働条件を不利に変更する内容の団体協約を同様に締結することが

できるが、労働条件を不利に変更する内容の労働協約が著しく合理性を欠

け、労働組合の目的に沿わないと見られるような特別な事情がない限り、

このような労使間の合意が無効とは言えない」と述べた（12）。

⑷　上記大法院判決が認定するように、回生手続中のストライキ権行使に

よって労使の大妥協合意によって整理解雇の一部撤回（無給休職への振り

替え等）が実施されたのは二次破綻を回避するためであって、人員削減の

必要性を否定する根拠にならないことは明白であると考えるが、原審の該

当部分の判断は余りに偏った見方ではないか？

⑾　大法院2002年７月９日（2001다29452）判決。

⑿　大法院2002年11月26日（2001다36504）判決。
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【回答】

　原審は、会社が雇用リストラを圧迫して人員削減を誘導するための手段

として利用したことから、会社が主張する人員削減の規模に合理性がない

と判断したのではないかと思われる。労働者の雇用リストラで、先に言及

したように韓国企業は直接的な雇用調整によるよりも労働者の辞職または

合意解約による緩やかな雇用調整の手段をよく利用する。韓国では不当解

雇の救済は当該労働者の原職復帰が原則であるため、使用者の直接雇用調

整（整理解雇）が法律上紛争にまで至ると、使用者としては経営上不安定

な要素を抱えることになる。更に間接的な雇用調整により企業は、①整理

解雇の要件が満たされていない場合でも、雇用リストラを開始することが

でき、②企業が望ましくないコストの高い労働者や効率の低い労働者を優

先的に選ぶことができ、③終局的にそれらの労働者を現場から外し、また

は退職を強要することで解雇制限法制を回避することができる（13）。構造調

整（リストラ）の中で、辞職あるいは合意解約で労働関係を終了した労働

者の一部が使用者の強要によってそれが行われたと主張し、その「正当

性」を争った事例で、裁判所は、伝統的な意思解釈論に基づいて辞職また

は合意解約の効果を維持する態度を見せている。したがって、労働関係の

⒀　金進「常時的構造調整の手段として金融機関の『後線発令』の正当性」『労働

法実務研究第１巻』（労働法実務研究会、2011）33頁。

⒁　判例によれば、会社の希望退職要請に応じない場合、不利益を被る可能性が

あるとの趣旨について説明しただけでは辞職の詐欺または強迫のようにみるこ

とができず（大法院2001年１月19日（20005다1919, 51926）判決）、希望退

職の機会を逃す場合は不利益を受ける可能性があることを示し、一定期間の在

宅勤務の後、出勤命令を受けない場合は、当然退職する在宅勤務制度を新設し、

自宅勤務の発令が出たら不利な立場になることを示唆したうえ、ポストのない

発令を通知したことで当該労働者が辞職しても非真意表示（心理留保）となら

ないとしている（大法院2004年６月25日（2002다68058）判決）。
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終了が辞職または合意解約の形式をとる場合は、訴訟でそれが解雇として

扱われる可能性は非常に低い（14）。本件では、会社は、当初、2,646人（機

能職2,276人、事務職370人）の人員削減規模を定め、その削減の方法と

しては、希望退職880人、整理解雇1,500人、分社（出向）266人を計画

した。そして、所属労働者は2009年６月８日まで希望退職1,526人、分社

83人、営業職転職９人、自然退職48人など1,666人が退社し、被告は残り

の980人（機能職974人、事務職６名）に対して本件の整理解雇を断行し

た。以来、ストライキなどを経て、2009年８月６日労使大妥協を締結し、

それに応じて整理解雇者980人の対象者に希望退職（（353人）、無給休職

（459人）などの申請を受け、最終的には165人（機能職159名、事務職６

人）が整理解雇となった。整理解雇の規模が減り（1,500人→980人

→165人）、希望退職の規模が増加する（880人→1,526人→ 1,879人）流

れをみると、本件で会社が当初意図していた1,500人の整理解雇は確定的

なものではなく、従業員の希望退職を誘導する方法として利用されている

と推測できる。会社としては、全体の作業員7,135人のうち、その37％を

超える2,646人の労働者を減員しながら、そのうち半分以上を整理解雇す

る雇用リストラ計画を発表するとき、労働者側が激しく反対することは予

測できたと思われる。それにもかかわらず、会社がそのような不合理な建

て直し計画を定めて通知したのは、間接的な雇用調整により人員削減の目

標を達成するのを期待したためであろう。その点を考慮すると、当初の人

員削減規模の合理性を否定し、解雇回避努力をしなかったと判断を下した

原審が正当であるといえる。

③　解雇回避措置について

⑴　韓国の労働実務においては、整理解雇前の解雇回避措置として、希望退

職の実施以前に、無給休職措置を講じることが多いのか？ 無給休職措置

とは、経営が改善し生産規模が回復した場合には無給休職中の労働者から
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優先的に再稼動させるということか？ 復職するまでの期間当該労働者は

無給で生活するのかなにがしかの別途支援があるのか？ 復職するまでの

期間が未定であるとすれば休職者に過大過酷な負担とならないのか？

【回答】

　第１に、韓国では整理解雇の前、解雇回避の措置として無給休職はあま

り用いられない。先に言及したように、韓国企業は、回避策として合意解

約のような労働関係の終了方法を好む。第２に、無給休職は一定の期間を

設定することと、一定の復帰条件を定める方法とに区別できるが、本件の

場合、両方を採用した。後者の場合は、当初労使協定で定めた条件の達成

によって復帰が決定されるため、それらの条件の解釈をめぐって争いが生

じる可能性がある。本件でも、解雇者は１年後に復帰が可能であると解釈

したが、会社は昼間の連続２交代可能な時点に復帰ができると解釈するこ

とにより、復帰時点をめぐって訴訟が行われた。第３に、無給休職は言葉

どおり給与を支給しないことをいうが、労使の合意に基づいてその具体的

内容が決まる。雇用リストラをせざるをえなくなった企業の雇用維持対策

として所属する労働者の休職を実施する場合、雇用保険法により雇用維持

支援金を支給する制度が設けられている（雇用保険法21条、同法施行令

19条）。第４に、無給休職の場合、休職者は心理的に厳しい状況に追い込

まれる。雙龍自動車の場合は、これが『希望の拷問』という言葉で表現さ

れ、実際に何人かの無給休職者は自殺を選択した。

⑵　整理解雇訴訟での解雇回避措置判断において、経営判断原則は働くの

か？ 人員削減の必要性が高い場合には解雇回避措置の程度は低くても良

いという関係はあるか？

【回答】

　勤労基準法24条によると、使用者は整理解雇をする前に、解雇を避け

るための努力をする必要がある。この要件を満たしているかどうかは一律
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に判断することが難しい。裁判所は解雇回避努力の方法とは確定的・固定

的なものではなく、当該使用者の経営危機の程度、整理解雇を実施すべき

経営上の理由、事業の内容や規模、職務別人員状況、労働者の離職率など

によって左右されると説明している。大まかに言えば、経営の必要性の程

度と解雇回避努力の程度は反比例する。解雇の必要性が高ければ高いほ

ど、整理解雇の前に行われる使用者の解雇回避努力を尽くす程度は弱まる

ことになろう。極端な例であるが、１ヶ月以内に人件費を削減しないと企

業の存続が危ない状況では、現実的に可能な解雇回避策は希望退職ぐらい

しかない。一方で、経営の圧迫がある程度予想でき、雇用リストラの時間

が十分な場合には、教科書または判例でよく挙げられるように、「経営方

針や作業の合理化」、「新規採用の中止」、「一時休職および希望退職の活

用」、「有給・無給休職の実施」、「職業訓練」、「交替勤務制への移行」、「出

向」など可能なあらゆる措置を採ることが可能である。解雇回避努力の要

件を満たすかどうかを判断する際に、経営判断を尊重しなければならない

という明示的な判旨は見つからなかったが、当然の前提であると考えられ

る。そして、先に説明したように、使用者が解雇回避策について労働組合

または労働者代表者と誠実に協議し、合意に達した場合にはこれらの事情

が解雇回避努力の判断に大きく考慮される。

④　韓国の整理解雇法理と大法院の役割

　　本件2014年11月大法院判決では、原審判断と大法院判断とでその認定し

た諸事実のどこに依拠して整理解雇法理の評価を行うかをめぐり真っ向から

対立する解釈がなされているように感じられる。過去の上告審判例の解釈変

更や憲法違反に限って判断をする日本の最高裁と異なり、常に流動的な柔軟

な判断を韓国大法院は行うことが整理解雇に限らず一般的によくあることな

のか。

【回答】
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　韓国の裁判所は、具体的妥当性、司法判断の政策性などから法解釈にお

ける裁判所の法創造的機能を当然のこととしている。裁判所は、法的紛争

を解決するときに具体的妥当性を強調する。裁判官は、法的紛争を解決す

るにあたっては法的三段論法に従い、その事案に法規範が当てはまるかを

判断することに満足せず、その結論が利害関係者との間の衡平に適合する

かどうかをも考慮して判決を言い渡す（15）。韓国の裁判所のこのような傾

向は、特に労働事件で著しい。「通常賃金」に関する紛争において大法院

全員の合議体（大法廷）の判決が民法上の信義則を引用して、労働者の請

求を棄却したことがその代表的な例である（16）。

⑤　大林自動車工業事件大法院2014年12月24日判決との関係

　　雙龍自動車事件および大林自動車工業事件の第一審からの詳細な事案の流

れを説明してもらいたい。そして、なぜ二つの事件において、整理解雇につ

いて有効・無効という正反対の結論が同じ大法院から出るに至ったのか？ 

事実認定の問題か？ 法の解釈（適用されるルール）の問題か？

【回答】

　まず、法理的観点から言うと、雙龍自動車事件は整理解雇の要件のうち

の「緊迫した経営上の必要性」が争点であり、大林自動車事件では、整理

解雇対象者の選定基準の合理性と公平性が争われた。ところで、緊迫した

経営上の必要性および人員削減の規模の合理性については、経営上の判断

を優先するという判例（大法院2013年６月13日（2011다60193）判決）

があり、一方、整理解雇対象者の選定基準に関しては客観的合理性および

社会的相当性を整えた具体的な基準が実際に公平に適用されるべきである

⒂　オセヒョク「司法部の解釈方法論に対する批判」『法と社会』第１巻第27号（法

と社会理論学会、2004）192頁。

⒃　大法院2013年12月18日（2012다89399）全員合議体判決。
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との判例（大法院2012年５月24日（2011두11310）判決） が存在した。

「緊迫した経営上の必要性」については、前者の判決において、「必ずしも

企業の倒産を回避する場合に限定されず、将来に来ると予想できる危機に

対処するために人員削減が必要な場合をも含む」との判例法理が確立され

ており、人員削減規模についても最近の大法院は、「企業の運営に必要な

労働力の規模はどの程度か、余剰は何人かなどは、相当な合理性が認めら

れる限り、経営判断の問題であるため特別な事情がない場合は経営者の判

断を尊重すべきである」と、明確に示している。一方、整理解雇対象者の

選定基準について、後者の判決は、「合理的かつ公平な基準は確定的・固

定的なものではなく、当該使用者が直面した経営危機の程度と整理解雇を

実施しなければならない経営上の理由、整理解雇を実施した事業部門の内

容と労働者の構成、整理解雇の実施当時の社会経済状況等により変動する

こと［……］とはいえ、客観的合理性と社会的相当性を整えた具体的な基

準が設けられ、その基準が実際に公平に適用されて正当に解雇対象者の選

定がなされなければならない」としたうえで、「主観的評定項目において

参加者（原告）と残存作業員との間に大幅に相異が出るように点数を付与

することによって、結局、勤務態度に対する主観的な評価に左右されて解

雇が決められた点」などを挙げ、その選定基準自体が合理的かつ公正であ

ることは認め難いので、当該解雇は違法であると判断した（17）。要するに、

大法院は前者の問題については経営判断を優先し、後者の問題については

客観的合理性および相当性を優先して判断したのであり、この点で２つの

事件で争われた争点について裁判所の判断のよりどころが違うということ

ができる。

　第二に、事実認定の手順で、雙龍自動車事件の大法院の判断枠組みにつ

いては既に説明したので、ここでは大林自動車事件の第一審と控訴の判断

⒄　大法院（2012年５月24日（2011두11310）判決.
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が異なった理由を説明する。大林自動車事件では、会社は労働者の保護の

側面と企業の利益面を40：60として整理解雇対象者の選定基準を設け、

これを適用して解雇対象者を選定したと主張した。労働者は、企業の利益

面から反映された能力評価（100点満点の中40点）の結果を信頼すること

はできず、会社の点数の算定方法に従うと、他の評価が良好であるとして

も、人事考課が低ければ非常に不利な点数になることによって、事実上、

人事考課の評定で解雇対象者が決められると主張した。これに対し、第一

審は、人事考課の点数が操作されたとみることは難しく、その基準が著し

く不公正であるとはいえないと述べ、労働者の主張を退けた。控訴審で

は、その評定結果について、人事評価の情報が修正可能になっており、

データ完全性（data integrity）が深刻に損傷されたことが認められた。

そして会社が、人事考課を除いて残りの項目は絶対評価方法を適用する

が、それに対し人事考課の項目は相対評価、すなわち労働者の職種ごとに

序列化した後に順番を付け、最高40点から最低0.2点までの点数を付与し

たことで、事実上人事考課の項目によって解雇の対象者が決定される結果

になったことを認めた。つまり、大林自動車事件の控訴審は、第一審より

も積極的な証拠調査を通じて人事考課管理システムの操作可能性を検証

し、人事考課の評定が解雇対象者の選定結果に与える影響についてもより

検討することにより結果を覆したと推測できる。

Ⅱ　韓国法について

⑥　法定退職金等の支払状況について

　　使用者は、平時より、原則として１年以上勤務して退職する勤労者に給与

を支給するために退職金制度を設けなければならず、勤労契約が終了したと

きは、事由の如何を問わず法定退職金を支給しなければならないため（勤労

者退職給与保障法４条）、勤労者を解雇した場合も、法定退職金を支給しな

ければならず、また、支給されずに退職した勤労者に対しては、賃金債権保
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障法に基づく立替金が支払われる制度があるとのことである。それでは、実

際に使用者が倒産する（あるいは、倒産した）場合に、法定退職金が支払わ

れる事例はどの程度あるのか？

【回答】

　立替金（政府が管掌する立替払制度）の支払実績と関連して退職金とそ

の他の賃金債権を区別した資料は見つけることができなかった。政府の支

払った立替金は、

1998年 約161億 ウ ォ ン、1999年388億 ウ ォ ン、2000年458億 ウ ォ ン、

2001年704億 ウ ォ ン、2002年629億 ウ ォ ン、2003年1,220億 ウ ォ ン、

2004年1,591億ウォン、2005年1,601億ウォン、2006年1,607億ウォン、

2007年1,499億ウォン、2008年1,880億ウォン、2009年3,080億ウォン、

2010年2,638億ウォン、2011年2,355億ウォン、2012年2,323億ウォン、

2013年2,239億ウォン、2014年2,632億ウォン（事業体数2,815個、労働

者50,152人）など

合計、事業体数29,695個、640,581 人の労働者に約２兆７億ウォンが支

給された。

＜替当金（立替金）の支払実績＞
2014年12月末現在　　 　（単位：個所、人、百万ウォン）

事業体 人　数 金　額

2014 2,815 50,152 263,209

2013 2,665 44,741 223,920

2012 2,514 48,650 232,319

2011 2,541 50,230 235,551

2010 2,888 58,718 263,884

⑦　優先再雇用制度について

　　経営上の理由により勤労者を解雇した場合は、勤労者を解雇した日から３
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年以内に解雇された勤労者が解雇当時に担当していた業務と同じ業務を行う

勤労者を採用しようとするときは、解雇された勤労者が希望すれば、その勤

労者を優先的に雇用しなければならない（勤労基準法25条１項）とのこと

であるが、この制度の利用状況はどうなっているのか？

【回答】

　勤労基準法の規定にもかかわらず、実際に適用されるケースは稀であろ

う。この点を考慮して、現行の「同じ業務」において労働者を採用する場

合にのみ再雇用義務を課しているのを「同じ種類の仕事」における労働者

を採用するまで拡大するとの動きがある。ちなみに、去年（2014年）、下

級審において再雇用義務に基づいた労働者の就労請求権が認められたケー

スがある。つまり、旧勤労基準法上、努力規定に過ぎなかったのを労働者

の保護および雇用安定性を向上するために義務規定に転換したこと、上記

のように改正した立法者の意図は、整理解雇をした使用者に再雇用努力義

務を越えて法的再雇用義務を課したものと解されること、整理解雇された

労働者は自身の責めに帰すべき事由がないのに使用者の経営判断で雇用を

喪失するという不利益を被っており、これらの労働者の過去の犠牲に対す

る事後的補償の必要性が認められること、整理解雇の対象者となる労働者

に対する社会的保護装置（セーフティネット）が十分に備えられていない

状態で、経営上の理由による解雇のみを補強するのは社会的市場経済体制

を根幹とする憲法原理に沿わないことなどの点からみると、勤労基準法

25条１項は整理解雇された労働者がそれに基づき、使用者に対して雇用

義務の履行を求める裁判上の請求権としての性質を有すると解するのが妥

当であるとした（18）。

⑧　倒産事件及び労働事件の処理における都市／地方の差について

⒅　仁川地方法院2014年９月25日（2013가합17168）判決.
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　　日本では、首都の東京には、専門の弁護士等が多数存在し、裁判所におい

ても専門部を有するのに対し、地方都市である札幌では、そういった専門化

が行われていない結果として、事件の規模（例えば、企業規模、労働組合・

専門家の関与の有無（依頼するコスト等を含む。）や関与する者の知的水準

等）や解決水準（例えば、解雇事件における解決金の額等）等に差異が生じ

ていると感じている実務家がいる。日本以上に人口集中が進んでいる韓国に

おいては、ソウル近郊の首都圏と地方との間で、倒産事件及び労働事件の処

理に関し、差異があると認識されているか？ あるいは、地方に特有の問題

とされているようなことがあるか？

【回答】

　韓国の場合は、ご質問のような問題は一般的ではないと思う。その理由

は、大型の法律事務所は、地方にある事業所の事件も積極的に受任してお

り、労働者側も労働組合法律院（中央組織と地方組織を揃えており、循環

勤務システムを定着させるために努力している）の協力を得られる。そし

て、工場団地のある地域の場合には、1990年代初めから労働弁護士があ

る程度の活動をしてきたことで地域間の不均衡が緩和されたと考えられ

る。ただし、大規模な工業団地のない地域では、やはりギャップがあると

思うが、それによって紛争解決のレベルが異なるとは思わない。裁判所で

も裁判官たちの研究会である労働法コミュニティの活動があり、コミュニ

ティの主導で労働法関連裁判官研修も定期的に開催されている。また、大

法院の労働法実務研究会が毎月定期会議を開くなど、労働法に関する裁判

官たちの関心はまだ保持されていると思う。

⑨　企業構造調整促進法について

⑴　企業構造調整促進法の意義は何か？ 法的な倒産処理手続なのか？

【回答】

　企業構造調整促進法は、債権金融機関と不実兆候企業とが協力して、不
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実兆候企業の財務構造や業務構造を調整して経営の正常化を図り、これを

通じて市場機能による常時的な企業構造調整が促進できるようにすること

を目的とする（企業構造調整促進法１条）。企業構造調整促進法は、裁判

所の関与がない点で倒産手続と区別される。企業構造調整促進法による

ワークアウトでは、むしろ政府の関与が比較的強いのである。

⑵　実際に企業構造調整促進法が適用される企業の割合や回生手続に移行す

る比率はどれくらいか？

【回答】

　2015年１月27日朝鮮ビーズの報道によると、不実兆候企業のワークア

ウト申請比率は2008年まで100％であったが、2009年は91.4％となり、

2014年には33.3％まで低下した。ワークアウトを申請しない企業は不良

化する場合が多く、2009年から2013年までワークアウトを申請していな

い不実兆候企業は43社であり、そのうち10社は法定管理となり、10社は

いまだ構造調整中である。３個の企業は廃業となったが、15社は確認で

きない状態である。このようにワークアウトの申請比率が低い理由は、現

行の企業構造調整促進法が管理手続の申請権限を金融機関ではなく不実兆

候企業に付与しているためであると分析される。

⑶　企業構造調整促進法が適用された企業における解雇を巡る紛争はどのよ

うに処理されているのか？

【回答】

　通常の労働法が適用される。したがって、そのような点からワークアウ

トに際して、雇用および賃金等の調整に関する労働組合または労働者の同

意書を予め要求する。つまり、回生手続中、構造調整（リストラ）が順調

に行われていない場合は、破産手続につながる可能性があり、破産手続に

おいては労働者の雇用や賃金等の労働条件の保護は難しい。ただし、企業
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構造調整促進法上のワークアウトでは、このような特例がなく、労働法が

適用されることによって債権銀行は雇用調整などに対する作業員の同意書

を事前に受けとり、法的紛争への発生可能性を未然に防いでいる。

Ⅲ　判例評釈「雙龍自動車整理解雇判決に対する検討」（大韓弁協

新聞2015年４月13日号） 

　　　執筆：都在亨（梨花女子大学法学専門大学院教授）

　　　訳：金炳学（福島大学行政政策学類）

１．序　　論

　企業は、生成、拡張、縮小及び消滅の過程を経る。これは、生産施設の獲

得等の処分のみならず、勤労関係の形成と消滅を随伴する。したがって企業

の構造調整の過程においては、生産施設に対する調整とともに、人間、すな

わち、人員に対する構造調整（リストラ）が行われる。

　韓国の法院は、人員の構造調整を奨励し、促進する。判例によれば、構造

調整の実施如何は、団体交渉の対象とすることはできず、これに反対するス

トライキは、違法となる。勤労基準法第24条の整理解雇制限法制も依然と

して、適用されている。このような判例法理は、ともすれば、企業の誤り、

早まった判断に免罪符を与えることに利用されうる。雙龍自動車の整理解雇

に関する大法院2014年11月13日（2014다20875，20882）判決に対して

は、このような憂慮が現実化した。ひろく知られているように、雙龍自動車

（以下、「被告」とする）の主力商品は、SUV車両である。しかし、2008年

の税制優遇の廃止と軽油価格の上昇に伴い、SUV車両の先好度が減少し、

金融危機によって消費心理が萎縮し、被告の車両の販売台数は急減した。さ

らに、派生商品（デリバティブ）取引における損失および金融圏の支援中止

によって、現金保有額が急激に減り、被告は、極度の流動資金不足の状況に

陥った。
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　結局、被告は、2009年２月６日に、ソウル中央地方法院から回生手続開

始決定を受け、その後、サムスンKPMGに経営全般に対する診断および回

生戦略樹立を依頼した。サムスンKPMGは、2009年３月31日付検討報告書

において、経営正常化のための方案として、人員の構造調整と資産の売却、

効率性改善等を提示した。被告は、サムスンKPMGの経営正常化方案に従

い、2,646名を減らす人員構造調整方案を確定し、2009年６月８日に、上記

2,646名から、その歳末までに、希望退職等によって退社した1,666名を除

外した980名に対し、この事件の整理解雇を断行した（その後、労働組合の

ストライキと労使大妥協を経ながら、整理解雇の人員は、165名にまで減少

した）。

　本稿は、2009年、被告によって整理解雇された153名の機能職勤労者達

が提起した解雇無効確認訴訟に対する大法院判決を評釈の対象とする。関連

裁判においては、第一審が、勤労者達が提起した全ての請求を棄却したが、

控訴審はこれを認容し（ソウル高等法院2014年２月７日（2012나14427，

74290判決）、大法院は、控訴審判決を破棄した。以下では、この事件の整

理解雇の「緊迫した経営上の必要」に関する大法院判決内容について控訴審

判決と比較・検討する方法をとおして、評釈する。

２．緊迫した経営上の必要

⑴　整理解雇の有効要件としての緊迫した経営上の必要に対する判例法理

は、幾度かの変化を経て、「企業の倒産を回避するための場合に限定され

ず、将来に訪れるかも知れない危機に予め対処するために、人員の減縮が

必要である場合を含める」という内容で定着した。この事件の原審と大法

院判決もこの法理を維持した。人員減縮の必要性の有無を判断するときに

は、整理解雇の事情において、当該企業の利益発生如何が重要に考慮され

ることはあるが、これが絶対的な判断基準となるものではない。そうであ

れば、整理解雇の裁判においては、法院の人員減縮の必要性を判断する具
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体的方法は、何であろうか？

　　この疑問に対して、大法院は、「企業の全体の経営実績が黒字を記録し

ていたとしても、一部の事業部門が経営悪化を起こしており、このような

経営悪化が構造的な問題等に起因するもので、容易に改善する可能性がな

く、当該事業部門をそのまま維持する場合には、結局、企業全体の経営状

況が悪化する憂慮がある等、将来の危機に対処する必要がある場合、当該

事業部門を縮小又は廃止し、これによって発生した余剰人員を減縮するこ

とは客観的にみて不合理なものとしてみることはできない」として、原審

判決を破棄し、事件を差し戻した。そして、上記、2010다3735判決にお

いて、大法院は、一部、事業の廃止と関連し、人員の減縮の必要性の有無

を判断するためには、大田工場が継続して営業損失を出した原因、その経

営悪化が継続的な問題であるのか否かおよび改善可能性、経営悪化が被告

全体の経営に及ぼす影響、大田工場の閉鎖の不可避性等を、分析しなけれ

ばならないと判示した。

⑵　この事件の原審は、上記2010다3735判決等において提示された法理に

従い、被告の経営危機の原因、経営悪化が構造的な問題であるのか否か、

車種断絶及び新車種開発・販売契約の放棄（これは、上記2010다3735判

決の一部事業の廃止に対応する）の不可避性の有無を検討し、人員削減の

合理性の有無について判断した。これと関連し、原審においては、被告の

2008年の財務諸表から有形資産の損傷差損が過大計上されたものか否か

が争われた。2009年の被告の人員の構造調整（リストラ）の重要な根拠

は、上記財務諸表から有形資産の損傷差損を5,176億ウォン計上し、負債

比率が561.3％に増加した点である。これは、サムスンKPMGが被告の財

務健全性が悪化したと判断した主要な根拠となり、これに従い、人員の構

造調整案が策定され、整理解雇が実施された。原審は、上記財務諸表の作

成時、被告が既存の車種に対して、2009年または2010年に車種断絶を前

提として、予想売出数量を推定しつつも、2013年まではこれに代替する
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いかなる新車種も出さないことを仮定することで、有形資産の使用価値を

過小評価し、有形資産の損傷差損を過大計上し、結果的に財務健全性を過

度に低く評価できるという点を明らかにし、被告の経営危機を構造的・継

続的危機としてみることは難しいと判断した。

　　反面、大法院は、被告が有形資産の損傷差損を過大計上した事実を是認

しつつも、「未来に対する推定は不確実性が存在するしかない点を考慮し

たとき、被告の予想売出推定が合理的かつ客観的な過程を基礎としたもの

であれば、その推定が多少保守的になされたとしても、その合理性を認定

しなければならないものである」と判示し、原審を破棄した。

　　しかし、上記のような大法院の判断は、整理解雇の判例法理と矛盾す

る。なぜならば、大法院は、整理解雇を企業の維持、存続を前提とするも

のとして把握しているためである（大法院2011年３月24日（2010다

92148）判決）。すなわち、判例法理上、整理解雇を実施する企業は、そ

の維持、存続を目標としなければならないが、この点についてみたとき、

被告が大規模の整理解雇後、幾つかの車種を断絶しつつ、今後、新車種を

開発・販売しないとする過程を合理的であるとみることはできない。この

ような点において、原審は、「企業の継続運営等という観点からみれば、

４個の車種の断種を前提とした状態において、2013年まで、一切の新車

を開発・販売しないとすることは、論理的に一貫性がない」と判示したこ

とである。したがって、整理解雇の法理に照らせば、本事件における大法

院の判決は異例であり、むしろ、原審判決の方が判例法理に忠実であると

評価することができる。

　３．人員削減の規模の相当な合理性

⑴　判例が緊迫した経営上の必要を、「人員削減に対する客観的な合理性」

として解釈する点を考慮した場合（大法院2002年７月９日（2001다

29452）判決）、整理解雇の裁判においては、人員の削減規模の合理性に
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対する審理が必要となる。整理解雇の人員数を考慮しないまま、人員の削

減の客観的な合理性を追求することは、不可能であるからである。ただ

し、企業が行った人員削減の判断の客観的合理性を司法的に評価する作業

は容易ではなく、法院が、ここに、著しく厳格な物差しを適用するのは、

望ましくない。このような点を考慮し、法院は、企業の余剰人員のうち、

適正な整理解雇の人員が何名となるのかについては、相当な合理性が認定

される限り、経営判断の問題に属するため、特別な事情がない限り、経営

者の判断を尊重する（大法院2013年６月13日（2011다60193）判決）。も

ちろん、その証明責任は、使用者が負う。結局、緊迫した経営上の必要の

有無は、人員削減の規模の「相当な合理性」の証明問題につながる。

⑵　原審は、被告が算出した2,646名の剰余人員規模を裏付けられる根拠が

不足し、信頼することはできないと指摘した。被告は、MODAPS技法

（人間の身体の各部分の動作を距離比率で表し、時間データカードに従い

標準時間を求める標準時間測定方法）等を活用し、機能職の剰余人員を算

出したサムスンKPMGの検討報告書に基づき、機能職の人員の削減規模

を決定した。しかし、その検討報告書には、MODAPS技法による算出方

法が簡略に提示されているのみで（組立１ライン、物流運営チームの事例

のみを挙げている）、その具体的過程の妥当性を検討する資料はこの事件

の整理解雇過程において、顕出されたことはない。この点において、原審

は、被告が主張する剰余人員の存在および規模が信頼するに足りないとみ

たのである。しかし、大法院は、①上記サムスンKPMGは、生産部門の

場合、MODAPS技法を活用し、作業者の作業時間と比較検討する方法に

より、要素作業を分析し、各工程別のレイアウト（Layout）を検証し、

作業の動線上の制約条件を把握した後、各工程に編成した作業者間の作業

量の配分が適正であるのかを検討することで、適正の人員規模を算出し、

一般事務職に対しては、国内の競争会社の一般事務職の比重と事務職１人

当りの売出額を比較し、適正な人員規模を算出する等の方法により、構造
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調整の規模を導き出した点、②本件整理解雇当時、被告は、同種業態と比

較し、１人当りの売出額、売出額対比人件費比重、機能職１人当りの売出

の生産台数等、生産性を示す各種指標が相当に悪化していた点などに鑑み

て、被告が提示した人員の減縮規模が非合理的または恣意的であるとはい

えないと判断した。

　　緊迫した経営上の必要を、人員削減の客観的合理性として解釈する限

り、これは、削減規模の相当な合理性があるのか否かを、客観的基準に

従って評価する作業を伴うことになる。そうでなければ、現在の判例法理

は、企業の主観的判断に基づき、無分別な整理解雇を容認する結果を招来

するからである。この点において、本件整理解雇時の人員削減規模を算定

する根拠となったサムスンKPMGの検討結果に客観的根拠が備わってい

たのかについて、評価する作業が必要となる。したがって、原審判決は、

整理解雇の要件のうち、緊迫した経営上の必要に関する判例法理を忠実に

なぞったものと評価しうる。これに対し、大法院は、特別の論拠を提示し

ないまま、原審の判断に法理の誤解または審理不尽の誹りがあるとした点

は、妥当ではない。原審は、被告がMODAPS技法を活用したこと自体を

問題としたのではなく、全体的な余剰人員規模を算定した客観的な根拠が

ないという点を指摘したのであり、大法院はこの点について曖昧な反駁を

したに過ぎない。

Ⅳ　結びに代えて

　本研究調査は、企業倒産時の労働関係に生じる諸問題を倒産法・労働法双方

の研究者・実務者を交えて検討する「倒産労働法研究会」（代表者：池田悠 北

海道大学大学院法学研究科准教授）における研究活動の一環として実施したも

のである。わが国と韓国は、労働法・倒産法双方において多数の共通点があ

り、問題状況も共通する側面が多いところ、わが国で平成22（2010）年の日
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本航空の会社更生手続を契機として企業倒産時の労働関係が注目を集めたのと

同様、韓国でも雙龍自動車の会社回生手続を契機に倒産時の労働関係が注目を

集めている。そこで、韓国法の状況を調査することにより、わが国にも有益な

示唆を提供できるものと考え、本研究調査を企画することとなった。実施に当

たっては、韓国法の専門研究者として、金炳学准教授（福島大学）および朴孝

淑特任助教（東京大学）から支援を受け、前提知識の獲得に多大なご尽力をい

ただいたほか、中島弘雅教授（慶應義塾大学）をはじめとする研究会構成員が

培ってきた国際的な連携関係を活用することにより、ソウル地方中央法院破産

部・韓国民主労総本部・梨花女子大学で聞き取り調査を実施することができ

た。各訪問先では、担当者が入念な準備をして我々の疑問に真摯に回答し、丁

寧に応対してくださったため、訪問前には分からなかった韓国法の状況を明ら

かにすることができた。このように、短期間にもかかわらず非常に有意義な訪

問を実施できたことについて、この場を借りて関係諸氏にあらためて深く感謝

申し上げる次第である（参加メンバーを代表して、池田悠（北海道大学大学院

法学研究科准教授））。

【韓国訪問調査実施日】

平成27（2015）年４月27日（月）：ソウル地方中央法院破産部・韓国民主

労総本部

同月28日（水）：梨花女子大学

【訪韓調査参加者】

（倒産労働法研究会構成員）

池田　　悠・北海道大学大学院法学研究科准教授（研究代表者）

中島　弘雅・慶應義塾大学大学院法務研究科教授

徳住　堅治・旬報法律事務所弁護士

服部　明人・服部明人法律事務所弁護士
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森　　倫洋・西村あさひ法律事務所弁護士

加藤　正佳・野田信彦法律事務所弁護士

（韓国法専門家）

金　　炳学・福島大学行政政策学類准教授

朴　　孝淑・東京大学高齢社会総合研究機構特任助教

（別プロジェクトの一環として同行）

長谷川珠子・福島大学行政政策学類准教授

成田　史子・弘前大学人文学部講師

【執筆者後記】

　　雙龍自動車株式会社整理解雇無効確認事件大法院判決原文および大林自動

車工業株式会社整理解雇無効確認事件大法院判決原文については、中央大学

校法学専門大学院の田炳西教授から、出典に関して御教示を受けた。この場

をお借りし篤く、御礼申し上げたい。

【附記】

　本稿は、日本学術振興会・課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事

業（実社会対応プログラム）「雇用確保に向けられた労働法及び倒産法におけ

る規制改革の現状と課題」および日本学術振興会（JSPS）・韓国研究財団

（NRF）二国間交流事業平成27年度共同研究「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」および日本学術振興会

科学研究費補助金・基盤研究（Ｃ）「倒産手続下における労働力調整モデルの

適用をめぐる比較法的研究」（課題番号 26380075）による研究成果の一部で

ある。


