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なお、筆者は本誌第 22 号（平成 25(2013）年８月）において（上）を、本誌 25 号（平成 27（2015）

年８月）において（中）を上梓したが、その後、何度か韓国独禁法法令改正があり、さらに実務

の展開もあったため、（上）及び（中）の内容と衝突するものがあった場合は、（下）のものが優

先されることとする。



⑴ 総論

⑵ 課徴金減免申請があったが，合意が認められなかった事例

① キムチ談合

② インスタントラーメン談合

⑶ 分析

Ⅳ 結びにかえて

③ 調査協力者として認めてもらうために提出した「証拠の証拠力」と調査

協力への「非自発性」

� 事件の概要

韓国公取委は，2015 年４月８日，（株）ハンファ及び（株）高麗ノーベル火薬

が韓国内の産業用火薬市場において 1999 年３月から 2012 年５月にかけて産業

用火薬の価格及び市場占有率を共同で決定し，新規事業者の事業活動(1)を共同

で妨害する行為を行ったとして(2)，是正命令(3)及び総額 655 億 2200 万ウォン

の課徴金を課した(4)。これに対し，両社は不服とし，ソウル高裁(5)及び韓国最

高裁に上訴した。

� １位調査協力者としての地位認定

本件における韓国最高裁での論点のひとつとして，（株）ハンファが韓国公取

委に提出した証拠と調査協力が１位調査協力者として認めてもらうための要件

に該当するか否かというものがあった(6)。韓国独禁法は，22条の２において

韓国公取委による調査開始後であっても，証拠を提供するなどの方法で調査に

協力した場合，減免申請ができるとしており（同条１項２号），対象者の範囲や

基準，程度などについては同法施行令（以下，施行令）によるとしている（同

条４項）。そして，施行令は，①韓国公取委が不当な取引制限に関する情報を入

手してないか，または不当な取引制限の立証のために必要な証拠を十分確保し

ていない状態で調査に協力したこと，②不当な取引制限であることの証明に必

要な証拠を単独で提出した最初の者であったこと，③不当な取引制限に関する

事実をすべて陳述し，関連資料をすべて韓国公取委に提出するなど，同調査が

終了するまで誠実に協力したこと，④当該不当な取引制限のとりやめ，の要件

がすべて揃ったとき，課徴金が金額免除され且つ是正措置も免除または軽減さ

れるとしている（35条１項２号ガ及びナ）。
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本件において韓国公取委は 2012 年４月９日から 10 日にかけて（株）ハンファ

に対し立入検査を行い，その後，2012 年４月 18日，同社は，１位調査協力者と

して減免申請を行った。しかし，（株）ハンファが 1位調査協力者となるための

要件に関して韓国最高裁は，「韓国公取委が不当な取引制限に関する情報を入

手してないか，または不当な取引制限の立証のために必要な証拠を十分確保し

ていない状態で韓国公取委の調査に協力したとは言えない」として該当なしと

した（理由１のラ）。

韓国最高裁は上記のような結論の根拠として，①韓国公取委はすでに 2012

年３月 12 日頃，（株）高麗ノーベル火薬の従業員の陳述などにより，2001 年 10

月ごろから 2012 年頃まで行われた，市場占有率に関する合意，卸価格に関する

合意，新規事業者の事業活動に対する共同での妨害に関する具体的な合意事項，

業務担当者，証拠の隠匿場所などに関する書面と資料を確保していた，②韓国

公取委は（株）ハンファ及び（株）高麗ノーベル火薬への立入検査により，不

当な取引制限の存在に関する十分な証拠を確保していた，③（株）ハンファが

減免申請以降提出した従業員の陳述などは，そのほとんどが（株）高麗ノーベ

ル火薬の従業員の陳述や韓国公取委がすでに確保した証拠に記載されている内

容を反復して記述したものに過ぎず，当該違反行為に関する内容がすべて含ま

れているわけではなかった，④韓国公取委が立入検査を実施したことにより，

すでに当該違反行為の証明が可能となる十分な証拠を確保した状態であったた

め，（株）ハンファの協力は非自発的なものと思われるところがあった，⑤（株）

ハンファは，新規事業者に対する事業活動の妨害に関する（株）高麗ノーベル

火薬との合意について最初は積極的に説明をせず，後になって認めたことを挙

げた（理由１のナ（２）から（５）及びダ）。

� 分析

韓国公取委による調査開始後，調査協力者としての減免申請を行う場合，事

業者は自らが提出する証拠などについて，すでに韓国公取委がどの程度把握し

ているのかを事前に判断することは大変困難だと言える。本件に関して韓国公

取委の議決や判決文からすべての事情を知ることはできないが，韓国公取委が

立入検査でどのような証拠を確保し，また一緒に不当な取引制限を行っていた

他の違反者の従業員などがどのような証拠提出や陳述をしたのかがわからない
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状態で，まるで「後だしじゃんけん」のように，提出した「証拠の証拠力」を

否定されることは，立入検査後でも認められる，調査協力者制度のハードルを

高くすることにつながる。

さらに，本件では調査協力者として認められない根拠の一つとして，立入検

査後の協力が「非自発的」だったことが挙げられているが，このような判断も，

「調査協力者」制度のハードルをさらに高くすることにつながる。

最後に，１位調査協力者としての減免申請の場合，１位自主申告者とは違っ

て是正措置は必ず免除されるとは限らないが，１位自主申告者と同様，課徴金

は必ず全額免除されるため，同申請による効果は大きいことから，事業者にとっ

ては存在意義がある制度であり，また，韓国公取委にとっても事件の解明や予

防に必要な制度と思われる。

したがって，これらを総合すると，効果的な制度であるにもかかわらず，こ

のような運営のもとでは制度そのものの存在意義が改めて問われる可能性もあ

ると思われる。

④ 「誠実に協力した」の判断

� 判断の基準時

㋐ 論点

また，上記の③の�で述べられた事例に関しては，韓国最高裁において，（株）

高麗ノーベル火薬が減免申請以前に証拠隠滅を行っていたとしても同申請後，

一転して韓国公取委へ協力をしたならば，２位調査協力者として認めてもらう

ための要件のひとつである，「誠実に協力した」に該当するか否かも争われ

た(7)。

㋑ 証拠隠滅行為との関係

この論点について韓国独禁法における根拠となる規定は，１位調査協力者に

対するものと同一のものであり，施行令は，２位自主申告者及び調査協力者に

共通するものとして，①不当な取引制限であることの証明に必要な証拠を単独

で２番目に提出した者であって，②不当な取引制限に関する事実をすべて陳述

し，関連資料を韓国公取委に提出するなど，同調査が終了するまで誠実に協力

したこと，③当該不当な取引制限のとりやめ，の要件がすべて揃ったとき，課
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徴金が 100 分の 50 減額され，且つ是正措置も減軽され得るとしている（35条

１項３号ガ及びナ）。

本件において韓国公取委は（株）ハンファと同様，2012 年４月９日から 10 日

にかけて（株）高麗ノーベル火薬に対し立入検査を行った。その後，（株）高麗

ノーベル火薬は自社の違反行為に関する摘発防止の目的で証拠隠滅を行ってか

ら，2012 年５月 18日，２位調査協力者として減免申請を行った(8)。しかし（株）

高麗ノーベル火薬が２位調査協力者となるための要件に関して韓国最高裁は，

同社の調査協力が不誠実なものであったとして該当なしとした（理由１のダ

（３））。

韓国最高裁は上記のような結論の根拠として，①関連法令に明記されている

「誠実に協力した」とは，原則として自主申告時または調査協力の開始時からス

タートするとみなすのが合理的であるものの，あくまで自主申告者または調査

協力者が当該違反行為と関連する事実をすべて陳述し，関連資料を提出するこ

とを前提とするものと言える。したがって，当該違反行為に関連した証拠隠滅

行為が自主申告または調査協力以前に行われたとしても，当該証拠隠滅行為は

韓国公取委に提出する資料や陳述内容に影響を及ぼすことになる。そのため，

特段の理由がない限り，このような証拠隠滅行為は自主申告または調査協力の

誠実性に影響を及ぼすことになる。これらを総合すると，自主申告または調査

協力以前に証拠隠滅行為があったとしても，それによって自主申告時または調

査協力の開始時に不十分な証拠を提出したものとして判断できるのならば，自

主申告または調査協力そのものが不誠実なものと判断できる，②このような①

の法理をもって（株）高麗ノーベル火薬の行動に当てはめると，同社の従業員

が証拠隠滅行為をしたのは，今後近いうちに調査協力をすべきか否か真剣に検

討しなければいけない時期であり，実際に同証拠隠滅行為から近い時期に２位

調査協力者としての減免申請が行われた。したがって，証拠隠滅行為を伴う減

免申請があったことから，同申請は不十分な証拠提出をもって行われたものと

言えることができ，結局，同申請そのものが不誠実なものであると判断できる

ため，（株）高麗ノーベル火薬の行為は施行令における「不当な取引制限に関す

る事実をすべて陳述し，関連資料を韓国公取委に提出するなど，同調査が終了

するまで誠実に協力したこと」に該当するとは言えないことを挙げた（理由１

のナ及びダ（３））。
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㋒ 分析

本件は，減免申請における「誠実に協力した」の判断の基準時について初め

て韓国最高裁の判断が下された事例である。なお，この「誠実に協力した」の

判断の基準時については韓国独禁法及び施行令のいずれにおいても具体的には

述べられていない(9)。

本件において韓国最高裁は，原則，自主申告時または調査協力の開始時から

「誠実に協力した」がスタートするとしつつ，同申告または協力以前の証拠隠滅

行為が減免申請における不十分な証拠提出につながったならば，自主申告また

は調査協力そのものが「不誠実」なものとなり，結局，自主申告者または調査

協力者としての地位の認定を受けられないとした。この考え方によると，「誠

実に協力した」の判断の基準時は，原則，自主申告時または調査協力の開始時

となるが，それ以前の証拠隠滅行為が減免申請における不十分な証拠提出につ

ながったときは，自主申告時または調査協力の開始時より「前」になることも

ある，ということになる。

一方，仮に，自主申告時または調査協力の開始時よりずっと前に証拠隠滅行

為が行われたが，同行為が必ずしも不十分な証拠提出につながったとは言えな

い場合は，必ずしも「誠実に協力した」に違反したとは言えなくなると思われ

る。これに関連して，不当な取引制限を行っていた事業者の従業員が内部的に

韓国公取委の調査に備えた文献やその他の外部の監督機関に対する各種対応策

をあらかじめ作成していたとしても，それだけをもって誠実に協力しなかった

とは言えないとした事例もあり(10)，一見証拠隠滅のように見える行為があっ

たとしても，直接的に不十分な証拠提出につながらないものについては問題に

ならないと言える。

� 比較衡量及び裁量性

㋐ 事件の概要

韓国公取委は 2015 年７月 20 日，大保建設（株）を含む 23 社が 2009 年４月

から 2012 年８月にかけて，韓国ガス公社が発注する韓国全国の 26 か所におけ

る天然ガス配管及び管理事務所建設工事において入札談合をしたとして，是正

命令及び総額 1690 億 7100 万ウォンの課徴金を課した(11)。これに対し，大保

建設（株）は不服とし，ソウル高裁(12)及び韓国最高裁(13)に上訴した。
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㋑ 「誠実に協力した」の中の比較衡量及び韓国公取委の裁量性

本件における韓国最高裁での論点のひとつとして，大保建設（株）が追加自

主申告または調査協力（Amnesty Plus, リニエンシープラス）の要件に該当す

るか否かがあった。韓国独禁法（22条の２の１項１号及び４項）及び施行令（35

条１項４号）によると，ある不当な取引制限の参加によって課徴金または是正

措置の対象になった者が「当該不当な取引制限」のほかに自分が関連している

「他の不当な取引制限」について１位自主申告者または調査協力者である場合，

「他の不当な取引制限」について１位自主申告者または調査協力者として課徴

金免除と是正措置の減免が行われるだけでなく，「当該不当な取引制限」につい

ても課徴金減免を受け，さらに是正措置も減軽され得る，とされている。

実際に大保建設（株）は，上記の韓国ガス公社発注工事（以下，ある不当な

取引制限）以外にも，他の２社とともに駐韓米軍基地移転建設工事についても

不当な取引制限を行っていた（以下，他の不当な取引制限）。そのため，大保建

設（株）は 2014 年８月 11 日，１位自主申告者として他の不当な取引制限につ

いて減免申請を，そして，2015 年３月 27 日，ある不当な取引制限について追加

自主申告を行った。

しかし，これに対し韓国公取委は，確かに大保建設（株）が他の不当な取引

制限に関する１位自主申告者として資料提出や陳述などによって韓国公取委に

協力したものの，同減免申請直後，このことを他の違反者に対する韓国公取委

の調査が始まる前に他の違反者に漏洩したことをより重要な否定的要素と判断

した。そして，韓国公取委は大保建設（株）によるこれらの行為が韓国公取委

に「誠実に協力した」とは言えないものであるとして，他の不当な取引制限に

対する課徴金減免は受けられないとしたうえで，さらにある不当な取引制限も

追加自主申告の対象にはならないとした。

このような韓国公取委の判断に対し，韓国最高裁は，韓国独禁法 22条の２の

１項１号や４項，施行令 35条１項４号はもちろん，以下で述べる当時の減免告

示(14)５条まで判断基準として用いた。その結果，減免申請における「誠実に協

力した」の判断は韓国公取委の裁量に委ねられていて，合理性の欠如，比例・

平等原則の違反や評価の前提になる事実の誤認などの理由がないかぎり，裁量

権の範囲の逸脱や濫用の違法性は認められないとした（理由３のダ）。

当時の減免告示５条によると，「誠実に協力した」は，減免申請者が①すでに
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知っていた当該不当な取引制限に関連する事実を遅滞なくすべて陳述したのか

（１号），②当該不当な取引制限と関連してすでに持っているか，または集める

ことができるすべての資料を迅速に提出したのか（２号），③事実確認のために

必要な委員会の要求に迅速に答弁し，協力したのか（３号），④自社の従業員（役

員はもちろん，可能であれば元従業員も含む）と韓国公取委との面談，韓国公

取委の調査などにおいて同従業員が持続的で真摯に協力できるように最善をつ

くしたのか（４号），⑤当該不当な取引制限と関連する情報を破棄，偽造・変造，

毀損，隠蔽したのか（５号），⑥韓国公取委による審査報告(15)の結果の通知を

受ける前に韓国委員会の同意なしに第３者に当該不当な取引制限に関すること

や減免申請を行ったことを漏洩した場合（６号）の総合的な考慮によって判断

される。

本件において大保建設（株）は，このうち，１号から４号に当たる行為につ

いては要件を充足し，５号で定められた行為はなかったが，６号で定められた

第３者への漏洩があったとして，他の不当な取引制限に対する課徴金減免を受

けることができなくなったのはもちろん，さらに，ある不当な取引制限も追加

自主申告の対象にはならないとされたが，これについて韓国最高裁は以下のよ

うに判示した。

まず，当時の減免告示の性質について韓国最高裁は，形式及び内容から同規

則が裁量によって作成された行政内部の準則であり，法令に抵触しない限りそ

の内容を定めるのは行政側の自由裁量に属するとした。そのうえで韓国最高裁

は，当時の減免告示５条は，１号から６号を総合的に判断して「誠実に協力し

た」を判断するとしているが，各号の具体的な判断基準，各号間の優劣関係，

減免申請者が１号から４号に定められた，韓国公取委の調査に対する積極的・

肯定的な考慮要素をすべて満たしているとしても，同時に５号または６号で定

められた消極的・否定的な考慮要素も同時に満たしている場合の比較衡量につ

いては何も定めていないとした（理由３のダ）。

一方で韓国最高裁は，減免申請に関する審査報告の結論の通知が送付される

前に減免申請者が韓国公取委の同意なしに他の違反者に対し，減免申請をした

ことを漏洩すれば，そのことを知るようになった同違反者が韓国公取委の調査

に備えて対策を立てることがより容易となり，場合によっては証拠の隠蔽や変

造，または減免申請そのものについて談合を行う可能性さえあるとした。した
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がって，このような漏洩は，韓国公取委の実効的な調査に対する妨害の原因の

ひとつになるだけでなく，不当な取引制限の参加事業者同士で相互不信を起こ

し，当該違反行為の形成・維持を困難にさせるという，課徴金減免制度の導入

趣旨にも反することになるとした（理由３のダ）。

さらに韓国最高裁は，①「誠実に協力した」とは思えない事情が一部存在す

ることをもって，最終的に「誠実に協力した」ことにはしないで，減免対象者

としての地位を否定することができるのかについて，韓国公取委が一定の裁量

性をもっていると認めることができる，②減免対象者としての地位の最終的な

認定は，一連の調査への協力過程に対する判断によって行われる，③課徴金減

免制度の濫用防止の必要性などを考えると，韓国公取委は，減免申請者が当時

の減免告示５条１号から４号に定められた韓国公取委の調査に対する積極的・

肯定的な考慮要素をすべて満たしていて，且つ同条５号に定められた消極的・

否定的な考慮要素がないことを考慮しつつ，６号に定められた減免申請に対す

る漏洩をより重要な考慮要素として判断し，「誠実に協力した」とは言えないと

することは可能であるとした（理由３のダ）。

㋒ 分析

本件は，追加自主申告と関連して，韓国独禁法に明示されている「誠実に協

力した」の考慮要素間の比較衡量とこれに関連する韓国公取委の裁量性につい

て韓国最高裁が判断を下したものである。これらの考慮要素間の比較衡量及び

韓国公取委の裁量性については，本件に先立ち，同じく不当な取引制限に関す

る減免申請の際の漏洩の件で韓国最高裁がはじめて判示したものがあり(16)，

本件はその判例を踏襲している。

確かに当時及び現在の減免告示５条を見る限り，まるで減免申請の漏洩があ

ればただちに「誠実に協力した」に該当しなくなるようにも見える。しかし，

韓国最高裁は，漏洩があったからといって直ちに「誠実に協力した」に該当し

ないとは言えず，他の考慮要素の該当性，漏洩の時期や相手方及びその効果な

どの比較衡量によって「誠実に協力した」か否かが決まり，その判断は韓国公

取委の裁量性に委ねられているとした。

韓国独占禁止法における不当な取引制限に係る課徴金減免制度と日本法への示唆（下） 9



⑤ 違反行為の中断が認められるための要件

� 事件の概要

韓国公取委は，2011 年６月８日，（株）鄭食品，学校法人三育学院及び毎日乳

業（株）が韓国内の豆乳市場において 2008年２月１日から 2010 年７月 15 日に

かけて豆乳の価格を共同で決定したとして，是正命令及び総額 132 億 200 万

ウォンの課徴金を課した(17)。これに対し，これらの事業者は不服とし，ソウル

高裁(18)及び韓国最高裁に上訴した。

� 減免申請日が共同行為の終了時期となるのか

本件における韓国最高裁での論点のひとつとして，（株）鄭食品が韓国公取委

による立入検査後(19)，２位調査協力者として減免申請を行い(20)，その後，他

の違反者に対し，情報交換や会合などのすべての行為を中断する旨の通知をし

たが(21)，減免申請日が共同行為の終了時期となるのか否かというものがあっ

た(22)。なお，（株）鄭食品は，減免申請後，他の違反者と価格情報を含む競争に

関する情報の交換は行っておらず，当該不当な取引制限が続いたとみなされる

ものは存在しなかった。

韓国独禁法（22条の２の１項１号及び４項）及び施行令（35条１項３号ナ）

によると，２位の調査協力者として課徴金減免の対象者となるためには，当該

不当な取引制限の中止が求められており，さらに当時の減免告示６条には，当

該不当な取引制限の中止の判断基準について，①不当な取引制限の合意がもは

や存続しなくなったか否かによって判断し，参加事業者が複数の合意を行って

いた場合は，当該合意の具体的な内容と事情などを総合的に考慮して判断する

（１項)，②不当な取引制限は減免申請後直ちに中断しなければならない。但し，

韓国公取委の審査官が調査上の必要により一定の期間を定めた場合は，当該期

間の終了後，直ちに中断しなければならない（２項），とされていた。

本件においてソウル高裁は，事業者が減免申請を行った場合であっても，当

該不当な取引制限を終了させるためには，他の事業者に対し，合意からの離脱

を告げる意思表示をするだけでなく，さらに，当該不当な取引制限がなければ

独自の判断によって設定していたであろう価格に引き下げるなど，合意に反す

る行為をしなければならないとした。そのため，ソウル高裁は本件において，

（株）鄭食品は価格の引き下げなど，合意に反する行為をしていなかったことか
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ら，減免申請を行った日が当該不当な取引制限の終了時期になるとした（株）

鄭食品の主張を退けた。

これに対し韓国最高裁は，不当な取引制限に参加した事業者が適法な減免申

請を行い，同申請の後，正当な理由なく当該不当な取引制限を中止しないか，

または韓国公取委の調査に誠実に協力しないことなどによって減免対象者とし

ての地位が取り消されない限り，同申請は当該不当な取引制限からの離脱の意

思表示であるとともに，合意に反する行為をした場合に準じてみなされること

ができるとした。そして韓国最高裁は，適法な減免申請を行った事業者は，実

際に減免対象者となるか否かにかかわらず，同申請を行った日が不当な取引制

限の終了時期になるとした(理由３のガ)。

� 分析

本件は，調査開始日「後」に調査協力者としての減免申請が行われ，同申請

の後に合意からの離脱の意思が他の違反者に明示的に伝えられた事例である。

そして，調査開始日をもって違反行為の終了時期とはされなかった事例でもあ

る。本件において韓国最高裁は，調査開始日の「前後」を分けることなく，適

法な減免申請であって申請者としての地位の取消などがない限り，減免申請日

をもって合意から離脱する「意思表示」と，合意に反する「行為」の両方が成

立し，違反行為の終了時期になるとした。

しかし，違反行為の終了を認めてもらうためには，「意思表示」と「行為」の

二つが必要とすれば，減免申請をしていない他の違反者が証拠隠滅などの行動

に出る可能性があるだけでなく，減免告示 5条に明記された「漏洩」につなが

る可能性もある。したがって，韓国最高裁が結果として，減免申請日をもって

違反行為の終了時期としたことは妥当だと思うが，それが認められるための構

成要素として「意思表示」と「行為」の二つの挙げたことについては，疑問が

ある。

⑵ 順位の認定

① 総論

甲及び乙による不当な取引制限に後から丙が加わったが，その丙が１位自主

申告者もしくは調査協力者として減免申請をし，その後，甲または乙が２位自
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主申告者もしくは調査協力者として減免申請をした場合，甲または乙は，丙が

参加していなかった期間においては１位自主申告者もしくは調査協力者とな

り，丙が参加した期間においてのみ２位自主申告者もしくは調査協力者になる

のか，それとも全体期間において２位自主申告者もしくは調査協力者になるの

かが議論の対象になったことがあった。これについて韓国最高裁は以下のよう

に判示した。

② ある事業者が一部の期間だけ参加した場合

� 事件の概要

すでに本稿（中）で述べた事例として，LDPE(23)及び LLDPE(24)についての

不当な取引制限に関するものがある(25)。すなわち，韓国の複数の石油化学製

品製造販売事業者により，1994 年４月から 2005 年４月まで LDPEや LLDPE

の石油化学製品の販売価格や販売量などについて合意及び実施が行われた。こ

れに対し，韓国公取委は是正命令及び課徴金を課した(26)。これに対し，当事者

らは不服とし，ソウル高裁(27)及び韓国最高裁に上訴した。

� 途中参加事業者も違反行為全体における１位調査協力者になり得るのか

本件における韓国最高裁での論点のひとつとして，全体的には１つの不当な

取引制限として判断される違反行為に途中から参加した事業者が，自分の参加

後だけでなく，当該違反行為の全体期間について１位調査協力者として韓国公

取委の調査に協力した場合，たとえ，全体期間にかけて参加した他の違反者が

後から調査協力者になったとしても同違反行為全体において 1位調査協力者に

なるのか，それとも他の違反者が，1位調査協力者が参加していなかった期間

について証拠を提出し，韓国公取委の調査に協力したならば，1位調査協力者

の不参加期間においてのみ別途，1位調査協力者となるのかがあった(28)。

このような場合の判断について韓国独禁法に明示的な規定はないが，韓国最

高裁は，判断基準として，「減免制度の趣旨と目的が，不当な取引制限に参加し

た事業者が自発的に当該違反行為について申告したか，または調査に協力して

証拠を提出したことに対して特典を与えることによって参加事業者間の信頼感

を弱らせ，不当な取引制限を中止または予防しようとしていることを勘案する

と，自主申告者または調査協力者として減免対象者になり得るのか及び減免順
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位の判断においては，当該事業者の当該違反行為摘発への寄与度を基準にすべ

きである」とした(29)。そして，本件について，仮に参加していなかった時期が

あったとしても１つの不当な取引制限全体について 1位調査協力者としての地

位が認められ，別の事業者が一部の期間のみにおいて別個の 1位調査協力者と

しての地位を獲得することはできないとした(30)。

� 分析

本件は，一部の事業者が後から参加したが，「１つ」の不当な取引制限とされ

た事例における減免対象者の順位について韓国最高裁が初めて判断を下した事

例である。本件において韓国最高裁は，「１つ」の不当な取引制限ならば，違反

行為への参加の順番に関係なく，また，一部の期間における証拠のみを韓国公

取委に提出したとしても，全体期間における１位調査協力者になることができ

るとした。

不当な取引制限に必ずしも最初からすべての事業者が参加するとは限らない

うえ，減免申請における自主申告者または調査協力者の順位が違反者の違反行

為の参加時期によって小分けされるとすれば，場合によってはすべての違反者

が減免対象者になる可能性もあり，さらに提出した証拠の質や量よりも相対的

な申告順位が優先される現在の韓国の課徴金減免制度のもとでは，たとえ一部

の証拠の提出であるとしても，他の違反者より早く自主申告または調査協力を

行った事業者を，１つの違反行為における，より順位の高い減免対象者とする

ことは結果的には妥当だと思われる。ただし，韓国最高裁は，判示の根拠とし

て「当該違反行為摘発への寄与度」を基準としたが，この文言だと，仮に１位

で自主申告または調査協力をしたとしても提出した証拠の質や量が違反行為全

体の一部に過ぎず，摘発への寄与度が低い場合，必ずしも本件の判旨を適用で

きない可能性もあることを指摘できる。

２ 減免申請における陳述と合意の認定

⑴ 総論

減免申請においては，すでに述べたように「誠実に協力した」のもとで自主

申告者または調査協力者による，不当な取引制限の立証のための証拠の提出が

必要となるが，その証拠の中でも合意の内容なども含まれる陳述が重要な役割
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を果たす。しかし，減免申請における陳述は，刑事事件における陳述とは性質

が異なっていると言われている。すなわち，刑事事件においては被告人や被疑

者が自らの行為について陳述（自白）した場合，いわゆる司法取引または情状

酌量がない限り，同陳述（自白）によって一層厳しい刑事処罰になる可能性が

高いことから，虚偽または誇張した内容の陳述（自白）の可能性は相対的に低

い。一方，減免申請の場合は，自分が減免対象者になることが目的であるため，

自らの行為内容も含めてできるだけ違反行為が成立する方向で，または他の事

業者の行為などについて虚偽または誇張された陳述をする可能性が相対的に高

い(31)。特に，いわゆる間接事実の積上げや黙示の合意によって合意が認めら

れることもあるため，とりあえずなんでも陳述して減免対象者としての地位を

確保しようとすることもあり得るが，その過程において虚偽または誇張された

陳述をする可能性がある。したがって，ある減免申請の事例において陳述の内

容が合意の認定で重要な部分を占めていた場合，もし陳述そのものの信頼性に

問題があったならば，当該申請そのものが認められなくなるだけなく，他の事

業者への被害及び公取委の徒労になりかねない。

⑵ 課徴金減免申請があったが，合意が認められなかった事例

① キムチ談合

韓国公取委による詳細な決定文が発表されていないので不明な点も多々ある

が，マスコミ報道によると(32)，キムチ製造販売事業者である（株）東遠

F&B(33)及び（株）プルムウォン(34)は，韓国公取委に対し，2010 年４月，５月

及び 10 月，大象 FNF（株)(35)及び CJ第一製糖（株)(36)とともに４社の合意に

よるキムチの価格引上げを行ったとして，同年 11 月 16 日及び 17 日の韓国公

取委の立入検査の後，減免申請を行った。

これに対し大象 FNF（株）は，市場占有率が 50％を超えているうえ，普段か

ら他の３社の商品より 10 から 15％ほど高い価格を設定していたことをもって

合意の存在を否定した。また CJ第一製糖（株）も，他社は３から４回ほど価格

引上げを行っていたが，自社は１回のみであったことなどをもって合意の存在

を否定した。一方（株）東遠F&B及び（株）プルムウォンは，価格引上げにつ

いてメールや電話を通じて盛んに連絡をしていたと陳述し，韓国公取委の調査

にも誠実に協力した。
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しかし，結局，韓国公取委は，2011 年７月 20 日，減免申請による陳述などが

あったにもかかわらず，価格引上げは業界 1 位である大象 FNF（株）の価格引

上げへの追従と判断できる面があるうえ，情報交換によって価格引上げ合意が

成立したと判断できる証拠も乏しいとして，韓国独禁法違反はなかったとし

た(37)。

② インスタントラーメン談合

減免申請における陳述の信頼性の不足がただちに減免対象者としての地位を

失うことにつながったわけではないが，合意が存在したという内容の陳述も含

めて同申請があったにもかかわらず，最終的には合意の存在が認められなかっ

たもう一つの代表的な事例として，インスタントラーメン製造販売事業者によ

る不当な取引制限の件がある。韓国公取委によると，（株）農心，三養食品（株），

（株）オットゥギ及び（株）韓国ヤクルトの４社（以下，４社）は，2000 年末ま

たは 2001 年１月上旬，代表者会議というものを通じてインスタントラーメン

価格引上げの必要性について共感しあい，（株）農心が先に価格引上げを行えば

残りの事業者も追従することとした。さらに４社は 2001 年３月 28日，役員ク

ラスの集まりである，ラーメン取引秩序正常化協議会（以下，ラーメン協議会）

の定期総会において価格引上げについての合意を再度確認しあった。2001 年

５月 10 日，（株）農心がインスタントラーメンの次回の価格引上げ計画をマス

コミに発表すると，残りの３社も同じ日，同様の計画をマスコミに発表した。

その後４社は，まず（株）農心が価格引上げ案を作成し，その後，価格引上げ

に関する情報をお互いに交換しながら，順に価格引上げを行うという内容の合

意を固めた。このような過程を経て４社は 2001 年５月から７月にかけて順に

価格引上げを行い，2010 年２月まで総 6回にかけてインスタントラーメンの価

格引上げをおこなった。これに対し，韓国公取委は是正命令及び総額 1362 億

4400 万ウォンの課徴金を課したが(38)，減免申請を行ったとされる三養食品

（株）を除いた３社は不服とし，ソウル高裁及び韓国最高裁に上訴した。

この中で特に（株）農心が原告及び上告人となった事例について検討すると，

ソウル高裁は，三養食品（株）による代表者会議に関する陳述がすでに亡くなっ

た人から聞いた伝聞証拠であり，一部矛盾もあるものの，場所や参加者などに

関して具体的なものであって，且つ他の証拠と照らし合わせたとき，信頼でき

韓国独占禁止法における不当な取引制限に係る課徴金減免制度と日本法への示唆（下） 15



るものであるとして明示的合意のための証拠として認めたが(39)，韓国最高裁

は，以下の理由をもって陳述の信頼性を否定した(40)。まず，そもそも代表者会

議に参加していた当時の常務はすでに亡くなっていて，残した直接証拠はなく，

その本人から話を聞いたという，伝聞証拠である二人の陳述は必ずしも正確で

はないとした。そして，当時，様々な話題の中でしばらく値上げがなかった状

況を鑑みると，二人の陳述は（株）農心が価格引上げを行ったら他社も追従し

ようというものであったとしていることから，それは単に（株）農心が価格引

上げを先導してくれたらついていくという雰囲気への共感に過ぎなかった可能

性を否定できず，その後の各事業者別の平均引上げ率がそれぞれ異なっており，

2001 年にはインスタントラーメンの価格引上げがあるべきだという点以外は

実際に具体的な合意の内容が特定しにくいとした(41)。また，ラーメン協議会

で話し合われた内容についての参加者の唯一の陳述は，そもそも同協議会の議

事録に他人の署名がされており，委任状も添付されていて，そのうえ，同参加

者が複数回作成した陳述書の内容も一致しなかったことから，実際には本人が

直接経験していなかった可能性もあり，全幅の信頼を置くことはできないとし

た(42)。

なお，ソウル高裁は上記の陳述などによる明示的合意の成立だけでなく，4

社の価格変動や価格引上げ前後の相互情報交換から黙示的合意もあったとして

不当な取引制限の成立を認めたが，韓国最高裁は，上記の陳述などから明示的

合意があったとは認められないとしたうえで，4社の価格引上げ率や幅の違い

などから，単なる情報交換に過ぎず，意思の連絡の相互性は認められないとし

て，不当な取引制限の成立を否定した(43)。

⑶ 分析

これらの事例は，減免申請における陳述の信頼性の不足が不当な取引制限に

おける合意の不認定の原因のひとつになったものである。その中でも，特に伝

聞証拠をどこまで認めるかは事例にもよるが，長期間にわたる不当な取引制限

の場合，公取委の調査の時点ですでに直接会合などに参加していた担当者が亡

くなっていることはあり得ることであり，後でその亡くなった人から聞いた話

を陳述する場合，どうしても不正確または矛盾するところが出る可能性はある

と思われる。しかし，不当な取引制限の場合，必ずしも物理的な証拠が全部揃
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わない場合もあり得ることから，現実的には陳述に頼る部分があることも否定

できない。これらを総合すると，伝聞証拠のマイナスな面をもって証拠力を過

度に否定することは違法行為を取りこぼす危険性があると言える。

Ⅳ 結びにかえて

これまで韓国における課徴金減免制度の概観や運用実態について検討してき

た。本稿（上）及び（中）の執筆のときは，日本の課徴金減免制度も韓国の課

徴金減免制度のように，基本的な減免率は申請順位が重要なものとなっていた。

しかし，平成 31 年３月 12 日に閣議決定され，令和元年６月 19 日に成立し，６

月 26 日に公布された「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一

部を改正する法律」（令和元年法律第 45 号）によると，減免申請による課徴金

の減免に加えて，新たに事業者が事件の解明に資する資料の提出などをした場

合，公取委が課徴金の額を減額する仕組み(調査協力減算制度）を導入するほか，

減額対象事業者数の上限を廃止するとされている。

したがって，これから両国の課徴金減免制度は体系上，異なったものとなる

わけだが，むしろ日本の課徴金減免制度においては，申請順位に応じた減免率

に，事業者の実態解明への協力度合い（事業者が自主的に提出した証拠の価値）

に応じた減算率を付加するとされていることから(44)，特に本稿（下）で検討し

てきた，「証拠の証拠力」，「非自発性」，「誠実に協力した」，「陳述の信頼性」が

協力度合いの評価に用いられる可能性があり，韓国での議論が日本の同制度の

一層の精緻化に役立つ可能性があると思われる。

韓国において課徴金減免制度の利用が活発となってきたのは 2006 年頃から

と言われているが(45)，導入そのものは 1996 年であったため，これまで様々な

側面から議論され，また事例の蓄積がある。さらに，すでに述べたように韓国

独禁法には課徴金減免制度のアウトラインのみが明示されていて，詳細は施行

令及び減免告示に委任されているが，そもそもすべての場合を全部網羅し，規

定することは不可能であり，さらに同令及び告示に詳細に明示されているから

こそ，明示されていない部分については盲点があるため，議論になる場合があ

る。

このような韓国の課徴金減免制度の特徴を踏まえつつ，今後も日本の課徴金

減免制度への示唆を常に念頭に置いて注目していきたい。
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⑴ 2002 年，Sehong火薬が新規参入したが，既存の２社は Sehong火薬の取引先に対し，不

当廉売や自社の商品の供給拒絶などを行った。結局 Sehong火薬は 2007 年に（株）高麗

ノーベル火薬に吸収合併された。

⑵ 但し，2002 年 10 月から 2005 年２月にかけては，（株）高麗ノーベル火薬が工場設備拡大

による価格引下げを行ったため，（株）ハンファとの間で価格競争が行われた。

⑶ 日本の排除措置命令に当たる。

⑷ 韓国公取委 2015 年４月８日，議決第 2015-100 号。なお，それぞれの課徴金額は（株）ハ

ンファが 519 億ウォン，（株）高麗ノーベル火薬が 136 億 2200 万ウォンであった。

⑸ ソウル高裁 2016 年６月 17 日宣告，2015ヌ 42529 判決（（株）高麗ノーベル火薬）及びソ

ウル高裁 2016 年 12 月１日宣告，2015ヌ 42161 判決（（株）ハンファ）。

⑹ 韓国最高裁 2018年７月 20 日宣告，2017ドゥ 30788判決（（株）ハンファ）。

⑺ 韓国最高裁 2018年７月 11 日宣告，2016ドゥ 46458（（株）高麗ノーベル火薬）

⑻ ソウル高裁及び韓国最高裁によると，（株）高麗ノーベル火薬は韓国公取委による立入検

査の当日，従業員に対し，当該違反行為についての資料が入っているパソコンのフォーマッ

トを命じていた。また，（株）高麗ノーベル火薬の従業員は，同じ日に立入検査を受けた（株）

ハンファの従業員と会い，韓国公取委が同検査でどのような資料を確保したのか確認を

行った。さらに（株）高麗ノーベル火薬は 2011 年６月頃，従業員に対し，当該違反行為に

関連する書類の一部を廃棄し，残りは系列会社の事務室に移すことを命じていた。

⑼ 当時及び現在の減免告示５条においては「誠実に協力すること」の判断基準が一応示さ

れているが，判断の基準時については明示されていない。

⑽ 韓国最高裁 2013 年５月 23 日宣告，2012ドゥ 8724 判決（理由２）（大宇建設（株）に対

する調査協力者認定の件）。

⑾ 韓国公取委 2015 年７月 20 日，議決第 2015-251 号。

⑿ ソウル高裁 2017 年９月 20 日宣告，2016ヌ 31908判決。

⒀ 韓国最高裁 2019 年１月 31 日宣告，2017ドゥ 67605 判決。

⒁ 韓国公取委告示 2014-19 号，2015 年１月２日改正及び施行。

⒂ 減免申請があった場合，韓国公取委は同申請をした事業者に対し，減免対象者になり得

るのか否かの審査を行うとされている（当時及び現在の減免告示 11条及び 12条）。

⒃ 韓国最高裁 2018年７月 26 日宣告，2016ドゥ 45783 判決（（株）泰栄建設による減免申請

における漏洩の件）。

⒄ 韓国公取委 2011 年６月９日，議決第 2011-067 号。なお，それぞれの課徴金額は（株）鄭

食品が 98億 6400 万ウォン，学校法人三育学院が 15 億 700 万ウォン及び毎日乳業（株）16

億３千 100 万ウォンであった。

⒅ ソウル高裁 2012 年 11 月 28日宣告，2011ドゥ 46387 判決。

⒆ 2010 年１月 22 日。

⒇ 2010 年３月 22 日。

� 2010 年７月 15 日頃。

� 韓国最高裁 2015 年２月 12 日宣告，2013ドゥ 987 判決。
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� 低密度ポリエチレン（Low Density Polyethylene）を指す（本稿(中)の脚注 参照）。

! 直鎖状低密度ポリエチレン（Linear Low Density Polyethylene）を指す（本稿(中)の脚注

"参照）。

# 本稿（中）Ⅲの１⑴②�㋐のｂ及びｄ参照（65 及び 67〜68頁参照）。

$ 韓国公取委 2008年３月５日，議決第 2008-082 号。LDPE及び LLDPEに対する課徴金

として，ハンファ石油化学（株）（2010 年３月よりハンファケミカル（株）に社名変更）に

264 億 4500 万ウォン，（株）LG 化学に 98億 1800 万ウォン，サムスン総合化学（株）（2015

年４月，ハンファグループへの売却によりハンファ総合化学（株）に社名変更）が 52 億

6200 万ウォン，サムスントタル（株）（2015 年４月，ハンファグループへの売却によりハン

ファトタル（株）に社名変更）に 17 億ウォン，（株）SEETEC（2005 年１月，（株）現代石

油化学が（株）LG 化学及び湖南石油化学（株）（2012 年 12 月よりロッテケミカル（株）に

社名変更）に共同買収された後，（株）LG大山（DaeSan）油化（2006 年１月，（株）LG 化

学に吸収合併），（株）ロッテ大山（DaeSan）油化（2009 年１月，湖南石油化学（株）に吸

収合併）及び（株）SEETECに分割された）に 25 億 4600 万ウォン，SKエネルギー（株）

に 84 億 400 万ウォンがそれぞれ課された。

% ソウル高裁 2009 年７月 22 日宣告，2008ヌ 23537 判決。

& 韓国最高裁 2011 年９月８日宣告，2009ドゥ 15005 判決。

' 理由３。

( 同上。

) 권오승・서정『독점규제법 -이론과 실무- 제 3 판』p.379（법문사 , 2018）〔Kwon Oh

Seung, Seo Jeong『独占規制法 -理論と実務- 第３版』379頁（法文社，2018）参照〕。

* 例えば，朝鮮日報 2011 年７月 22 日報道。

+ 韓国内での市場占有率４位であった。

, 韓国内での市場占有率５位であった。

- 韓国内での市場占有率１位であった。

. 韓国内での市場占有率３位であった。

/ 朝鮮日報，前掲注*。

 韓国公取委 2012 年７月 12 日，議決第 2012-107 号。具体的には，（株）農心が１千 80 億

700 万ウォン，三養食品（株）が 120 億 6000 万ウォン，（株）オットゥギが 98億 4800 万ウォ

ン及び（株）韓国ヤクルトが 62 億 6600 万ウォンだった。但し，三養食品（株）は，2012 年

７月 17 日，プレスリリースを通じて減免申請により課徴金全額の免除を受けたことを公表

した。

" ソウル高裁 2013 年 11 月８日宣告，2012ヌ 24223 判決（理由２のナの１），ガ）及び④）。

0 韓国最高裁 2015 年 12 月 24 日宣告，2013ドゥ 25924 判決。

1 理由３のガ（１）及びナ（１）。

2 理由３のガ（５）及びナ（２）。

3 （株）オットゥギ及び（株）韓国ヤクルトも（株）農心と同様の論理でソウル高裁では不

当な取引制限が認められたが（ソウル高裁 2013 年 11 月８日宣告，2012ヌ 24353 判決及び
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ソウル高裁 2013 年 12 月４日宣告，2012ヌ 24339 判決），韓国最高裁では認められなかった

（韓国最高裁 2016 年１月 14 日宣告，2013ドゥ 26309 判決及び韓国最高裁 2016 年１月 14

日宣告，2014ドゥ 939 判決）。

4 独占禁止法の一部改正法案（概要） 〜課徴金制度等の見直し方針〜 平成 31 年３月

公正取引委員会参照。

5 Kwon, Seo・前掲注) 354頁参照。但し，1996 年の導入時には，必ずしも是正措置及び課

徴金減免が行われるわけではなく，単に「可能」とされていたため，利用件数は少なかった

（本稿（上）119頁表 2 参照）。その後，2001 年に調査協力者も減免対象者となり，是正措置

は減免「可能」，課徴金は「必ず」減免されるようになった。そして 2005 年，是正措置及び

課徴金は一定条件を満たす場合，「必ず」減免され，さらに追加自主申告または調査協力

（Amnesty Plus, リニエンシープラス）が導入されたため，2006 年頃から利用件数が増えた

という。
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