
（韓米 FTAにより変更された韓国の法制度）

Mパク・ジュソン議員の質問に対する政府作成資料

イ. 2012年 3月韓米FTA協定発効のための法制度の変更

1）法律

法制度名 完了日 主要内容

関税法（改定） 07.12.31公布 著作権侵害物品通関保留制度
／ 

外国税理士の国内事務所設立を許容
税理士法（改定） 11.6.30公布

(1段階）

自由貿易協定の履行のための
11.12.2公布 特別緊急関税賦課除外対象

関税法特例に関する法律（改定）

個別消費税法（改正） 11.12.2公布 乗用車に対する税率調整

犯罪収益隠匿の規制および処
08.12.19公布 著作財産権侵害を重大犯罪として規定

罰などに関する法律（改定）

外国法諮問者法（制定、改定）
09ふ25公布（1段階） 外国法諮問法律事務所設立許容（1段階）
11.4.5公布（2段階） 国内法律事務所と共同事務処理許容（2段階）

地方税法（改定） 11.12.2公布 非営業用乗用車の税率引き下げ

行政手続法（改定） 11.12.2公布 法令立法予告期間の延長

著作権法（改定） 11.12.2公布
著作物の公正利用制度、

法廷損害賠償制度の導入

不公正貿易行為調査及び産業
08.3.21公布 FTA締結国にセーフガード適用の排除

被害救済に関する法律（改定）

対外貿易法（改定） 09.4.22公布 企業に資料提出要求の根拠を用意

郵便法（改定） 11.12.2公布 国家独占郵便事業の範囲縮小

郵便局預金・保険に関する法律
11.12.2公布 郵便局保険の新設禁止

（改定）

特許法（改定） 11.12.2公布 特許権の存続期間延長の根拠

実用新案法（改定） 11.12.2公布 実用新案権の存続期間延長の根拠

デザイン保護法（改定） 11.12.2公布 秘密維持命令制度の導入

商標法（改定） 11.12.2公布 声・匂い商標の認定

不正競争防止および営業秘密
11.12.2公布 秘密維持命令制度の導入

保護に関する法律（改定）

薬事法（改定） 11.12.2公布 許可・特許の連係通報制度の導入

電気通信事業法（改定） 10.3.22公布 電気通信サービスの再販売許容

電波法（改定） 10.7.23公布 情報通信機器認証機関の指定基準

独占規制および公正取引に関
11.12.2公布 同意議決制の導入8)

する法律（改定）

公認会計士法（改定） 11.6.30公布
外国会計士の国内事務所設立を許容（1段階）
圏内会計法人に投資を許容（2段階）

8) 2014年、 DAUMとNAVERの検索サイトでの不公正取引嫌疑に対する同意

議決制が初めて適用され、同意申請における 1次承認があった。
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2）施行令

法制度名 完了日 主要内容

関税法施行令（改定） 08.2.22公布
著作権侵害物品取り締まり強化関連

細部事項

税理士法施行令（改定） 11.6.30公布
外国税理士（法人）の国内登録に関する

細部手続

自由貿易協定の履行のための

関税法特例に関する法律施行 11.12.2公布 米国産輸入物品に適用される協定税率

令（改定）

特定調達のための国家を当事
特定調達契約の対象としての政府機関の

者とする契約に関する法律施 11.12.2公布

行令の特例規定（改定）
規定

外国法諮問者法施行令（改定） 09.8.5公布
外国法諮問土の資格承認および設立認

可、申請手続および提出書類

著作権法施行令（改定） 11.12.2公布
標準的技術措置の具体化、複製・伝送者

情報提供請求手続

対外貿易法施行令（改定） 09.11.2公布
貿易に関する条約履行のための企業に資

料提出の要求方法

不公正貿易行為調査および産業被
11.12.2公布 自動車セーフガードの関連事項

害救済に関する法律施行令（改定）

郵便法施行令（改定） 11.12.2公布 国家独占の郵便サービスの例外拡大

特許法施行令（改定） 11.12.2公布 特許権存続期間の延長理由の貝体的明不

実用新案法施行令（改定） 11.12.2公布
実用新案権の存続期間延長理由の具体的

明示

商標法施行令（改定） 11.12.2公布 声・匂い等、非典型商標の公報

特許権等の登録令（制定） 11.12.2公布 特許権等の存続期間延長関連の細部事項

放送法施行令（改定） 11.12.2公布 外国製作物の 1ヶ国編成比率の制限緩和

公認会計士法施行令（改定） 11.6.30公布
外国公認会計士（法人）の国内登録関連の

細部手続

法制業務運営規定（改定） 11.10.27公布
法令立法予告期間の延長に伴う期間短縮

の際、協議対象の変更
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3）施行規則

法制度名 完了日 主要内容

税理士法施行規則（改定） 11.6.30公布 外国税理士（法人）の国内登録関連の書式

白由貿易協定の履行のための関税法

特例に関する法律施行規則（改定）
11.12.2公布 米国産輸入物品の原産地調査方法

外国法諮問者法施行規則（制定） 11.5.6公布
外国法諮問土資格承認および設立認可の

申請手数料金額

著作権法施行規則（改定） 11.12.2公布 排他的権利に対する登録申込書書式新設

電気用品安全管理法施行規則（改定） 11.12.1公布 適合性評価機関の内国民としての待遇

郵便法施行規則（改定） 11.12.2公布
国家独占郵便事業の範囲縮小関連の委任

事項

郵便局預金・保険に関する法律施行
11.12.2公布 郵便局保険種類の修正範囲

規則（改定）

特許法施行規則（改定） 11.12.2公布
特許権存続期間延長関連の手続および書

式

実用新案法施行規則（改定） 11.12.2公布
実用新案権存続期間延長関連の手続およ

び書式

商標法施行規則（改定） 11.12.2公布 声・匂い等非典型商擦の出願書記載事項

特許権等の登録令施行規則（制定） 11.12.2公布
特許権等存続期間延長の登録方法、非典

型商標の出瀬書記載事項

特許料等の徴収規則（改定） 11.12.2公布
特許権・実用新案権の存続期間延長時の

手数料

医療機器法施行規則（改定） 11.11.25公布
中古医療機器の国内流通・輸入管理体系

の改善

薬事法施行規則（改定） 11.12.2公布
許可ー特許連係制度の通報条項関連の細

部事項

国民健康保険療養給与の基準に関す
11.12.2公布

医薬品、医療機器の保険登載・価格算定

る規則（改定） 関連の独立的検討手続

大気環境保全法施行規則（改定） 11.12.2公布
圏内自動車の販売量による平均排出基準

の差別適用

自動車安全基準に関する規則（改定） 11.6.28公布
国家間 FTAによる自動車安全基準の適

用

公認会計ー士法施行規則（改定） 11.6.30公布
外国公認会計士（法人）の国内登録関連の

書式
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4）告示例規

①国家を当事者とする契約に関する法律など、企画財政副長官が定める告示金額（制

定）’ 11.12. 2国際入札による政府調達契約の範囲

②行政手続制度の運営指針（制定）’ 11.12目2医薬品、医療機器、技術規定、適合性評

価に関する立法予告；行政予告は 60日以上実施

③正規商品ソフトウェアおよびその他対象物管理に関する規定（制定）’ 11.11.28

中央行政機関の正規商品ソフトウェア使用を誘導

④大韓民国と米合衆国間の自由貿易協定に伴う農水産物の関税割当物量の推薦およ

び輸入管理要領（制定）’ 12.3.12無関税で譲歩された農水産物関税割当物量の輸入者

決定、物量配分等の輸入管理に関する事項

⑤独立的検討手続の運用規定（制定）’ 12.12.2医薬品、医療機器の保険登載、価格算

定関連の独立的検討手続に関する細部事項

⑥韓米自由貿易協定の環境チャプター上の書面入場提出制度の運営規定（制定），

‘11.11.18環境関連事案に対する意見の提出、受付、検討手続

⑦韓米自由貿易協定の労働（第四章）に対する請願処理などに関する指針（制定）

‘11.11.28労働関連事案に対する意見提出、受付、検討手続

③自由貿易協定締結により認定される自動車安全基準（改定）’ 11.10.20FTAによる

自動車安全基準に関する細部事項

⑨放送プログラム等の編成に関する告示（改定）’ 11.12.2外国製作物の 1ヶ国編成比

率の制限緩和
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ロ．発効後に変更済み又は変更見込の法制度

法制度名 主要内容 現祝

税理士法（改定）
国内税務法人に投資を許容 発効後5年以内

(2段階の開放） 女期改定法律の追加改定

外国法諮問者法（改定）
合作事業体の設立許容 発効後5年以内

(3段階の開放） 女期改定法律の追加改定

農業協同組合法（改定） 分野別協同組合（農協・水産協・
発効後3年以内

完了｛’ 11.3.31恐怖）

水産業協同組合法（改定）
信協・セマウル金庫）の保険販売

発効後3年以内
関連の支給能力事案に対して

セマウル金庫法（改定）
金融委が規制監督権を行事

発効後3年以内

信用協同組合法（改定） 発効後3年以内

薬事法（改定）
許可・特許連係の市販防止制度 発効後3年以内

の導入 ＊期改定法律の追加改定

基幹通信事業者に対する外国
発効後 2年以内

電気通信事業法（改定） 人持分の制限緩和（間接投資
六期改定法律の追加改定

100%許容）

登録PP（放送チャネル使用事業

放送法（改定） 者）に対する外国人間接投資の 発効後3年以内

制限廃止（100%許容）
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4. 公益のための変化を防ぐ韓米FTA

韓米 FTAがもたらしたもう一つの重大な変化は、韓国の政策主権に対する干渉と

歪曲である。むしろ、韓米 FTAによってできた新しい制度は法令で存在するため目

に見える。しかし、主権国家の韓国において立法府と行政府の主な意思決定の段階で

関わる「韓米 FTA違反Jという圧迫と、それに伴う挫折というのは自に見えない深

刻性がある。

その中でも代表的なことを紹介する。

イ． 中小企業適合業種制度の法制化が挫折

韓国は大・中小企業の共生促進協力に関する法律を根拠とする同伴成長委員会を設

置した。この委員会の代表的な活動は「中小企業適合業種」を決める制度である。

これは大企業と中小企業が委員会に参加し自律的に協約を結び、委員会が指定した

中小企業適合業種に大企業が進出しないようにするもの。この制度の法的根拠はない。

委員会が 2013年指定した中小企業適合業種にはプラスチック封筒、その他穀物

粉・ソパ粉、飲料自動販売機運営業、自転車およびその他運送装備小売業、家庭用ガ

ス燃料小売業、ベーカリー業、書籍および雑誌類小売業、草花および生植物小売業、

中古自動車販売業、飲食店業（韓国食、中国食、和食、洋食、その他外国食、粉食お

よびのりまき専門店、その他飲食店業），その他食事用調理食品、自動車専門修理業な

ど18個の業種。

ところが韓国の国会議員らと中小企業協河組合は、中小企業適合業種制度そのもの

を法制化しようと努力している。これについて韓国政府と大企業そして米国商工会議

所ではこの制度を法制化すれば韓米FTA違反と対抗している。

米国は、中小企業適合業種に関連して「2013年同伴成長委がファミリーレストラ

ン部門を中小企業適合業種に指定したため、この部門の米国企業などが新店舗をオー

プンするのに相当な地域的制限を受けることになった」と抗議した。

去る 10月 16日にも中小企業適合業種の法制化のために公聴会を開いたが、韓国

政府が韓米 FTA違反と反対したために挫折した。

果たして韓国の国会が中小企業適合業種を法制化することは韓米 FTAの違反にな

るのか？ ここで問題は韓国の国会自らがこの問題に対して権威のある回答が出せな

いのは韓米 FTAの構造にある。

該当する韓米 FTAの規定は、次のとおり非常に包括的である。この英文に対する

韓国語の翻訳本も協定文の一部分ではあるが、韓国語本は事実上無意味である。なぜ

なら韓米FTAを解釈する権限のある韓米FTA通産委員会や紛争解決機構の誰もが公

式会議で韓国語本を使わないからだ。

ー16・ 



ARTICLE 12.4:MARKET ACCESS 
Neither Party m2y adopt or maintain,either on the basjs of a region2l subdivision 
or on the basjs of its entire territnry,measures that: 

(a) impos巴limitatinnson: 
(i) the number of servic巴 suppliers,whether in the form of numerjcal 
quotas,monopolies,exclu位veservic唱自uppliers,orthe requirement of an economic 

needs test; 
(ji) the total value of servjce transactjons or ass巴tsin the form cf nume6cal 

quotas or the requfrement of an economic. n巴edste自t;。ii)the total number of service operati口nsor the total quantity of servic巴soutput 
expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas or th" 
requirement of an economic needs test;or 
(iv) the total number of natural persons that may be employed in a particular 
service sector or that a service supplier may employ and who are nec巴日sary
for,and directly relafod to，仕iesupply of a specific s巴rvicein the form of numerical 
quotas or the requirement of an economic ne巴dst"st;or 
(b) restrict口rrequire specific types of legal巴ntityor joint venture through 
which a service supplier may supply a service 

ロ． 低炭素自動車における補助金導入の挫折

日本農民新聞の報道により知られた事件。韓国政府は低炭素車協力金制度を 2009

年から推進した。 2013.4.5国会は大気汚染による国民健康や環境関連の危害を予防

する大気環境保全法を改正し、低炭素車支援金と負担金制度を導入した。（第 76条の

7，第 76条の 89) 

2013年度予算において 1500億ウォンを確保したと報道資料まで出した政府は、

韓 米 FTA違反という米国の反対によって施行時期を「2013年 7月Jから「2015年

1月」に 1年 6ヶ月ほど延期し、再び2020年末に延期した。

9）大気環境保全法第 76条の 7（温室ガス低排出自動車に対する支援）

①環境部長官は温室ガスの排出量が少ない自動車（以下「低炭素車Jという）を購入する者に財政

的支援をすることができる。
②第 1項により財政的支援の対象となる低炭素車は、圏内で製作又は輸入され園内で販売される

「自動車管理法j第3条に伴う乗用自動車および乗合自動車（乗車人員 10人乗以下の自動車に限

定する）の内、第76条の2に伴う自動車温室ガスの排出許容基準を考慮し環境部令で定める。

③第 1項による財政的支援は、第 76条の 8に基づき低炭素車協力金の徴収範囲で行う。そして

支援金の支援基準、基準別支給額、手続等の必要な事項については関係する中央行政機関の長と

協議し環境部令で定める。

第 76条の 8（低炭素車協力金の賦課）①環境部長官は、低炭素車を購入する者に財政的支援を行

うのに必要な財源を確保するため、温室ガス排出量の多い自動車を購入する者に負担金（以下”低

炭素車協力金”という）を賦課・徴収することができる。
②第 1項による自動車は、 園内で製作又は輸入され圏内で販売される「自動車管理法J第 3条

に伴う乗用自動車および乗合自動車（乗車人員 10人乗以下の自動車に限定する）の内、第76条の

2に伴う自動車温室ガスの排出許容基準を考慮し環境部令で定める。
③低炭素車協力金の算定基準および賦課・徴収手続等に必要な事項は、関係する中央行政機関の

長と協議し環境部令で決める。
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米国と国内大企業は、中大型車の販売および利益構造を維持するためにこの制度を

有名無実化しようとしている。米国は韓国政府が低炭素車協力金制度における補助金

ー負担金の区間を設定する際、米側と協議することを要求している。

さらに、韓国が2016-2020年度の区間に適用する自動車平均燃費ー温室ガス規制を

含む自動車の安全と環境政策の全般においても、米国は韓米FTA付属書9－口の

く自動車作業班〉を利用して改善を阻止しようとするだろう。

ハ． 大型マートの休業日規制の危機

現在、韓国の大型マートでは毎月 2日間は休日営業をしてはならない規制がある。

〈流通産業発展法〉により伝統市場の零細商人の保護のために、韓国国会では大型マ

ートの営業時間を制限する法を作り、尚地方自治体は条例を通じて大規模店舗の営業

時間および休業日を制限できるようにした。午前 0時から午前 8時までの範囲で営

業時間を制限できるようにし、毎月 1日以上 2日以内の義務休業日を指定すること

ができる。

ところで、これに反発した英国系大型マートがソウルの城東区と東大門区を相手に

条例無効確認訴訟を起こした。このマートの主張の中には韓－EUFTA違反というの

もあった。 1審では敗訴したものの 2014年 12月の 2審判決では勝訴した。上記の

地方自治体が上告したため、現在は大法院で訴訟が継続されている。

2審裁判所は条例が無効と判断した根拠として、車章－EUFTAでの上記サービス市

場における接近条項違反を挙げた。

FTAを理由に条例が無効と判断したこの判決は、 FTAを直接圏内裁判に適用・解

釈した国際通商法的誤りもあるが、直接 FTAが公共政策を制限するという現実を見

せた。

すなわち外国系会社が FTA条項を直接援用して韓国の立法権と行政権に挑戦する

ことができることを見せてくれた。「国内法の上にある FTA」という憂慮は、今回の

判決によって現実となった。

二． 鉄道民営化防止法の挫折

国民の多数は鉄道民営化を反対している。これは既に現行の鉄道産業発展基本法に

より規定されている。 2003年ノ・ムヒョン政府の鉄道民営化放棄と公社化推進によ

り法は下記のとおり規定されている。国家建設鉄道つまり過去の鉄道庁が運営してい

た路線に対して、鉄道庁の鉄道公社への転換、すなわち国家建設鉄道を鉄道公社が全

て運営・担当する原則を規定している。 10)

10）「鉄道産業発展基本法J第21条 （鉄道運営）

③鉄道運営関連事業を効率的に経営するために、国家は鉄道庁および鉄道高速鉄道建

設公団の関連組織を変え、特別法による韓国鉄道公社（以下“鉄道公社”という）を設

立する。
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そして韓国鉄道公社が設立された以後、初めて準備された政府の第 1次鉄道産業発

展基本計画（2006～2010年）でも「既存の鉄道庁を公社体制に転換してすべての鉄道

営業を担当するようにし、鉄道施設は国家が所有し安定的に投資する。」と明示され

ている。

しかし韓米FTAは国内法を違反して、「韓国鉄道公社だけが 2005年6月初日以

前に建設された鉄道路線の運送サービスを供給できる。」と規定してしまった。（付属

書 I) そのため国家建設鉄道といっても新規路線、すなわち上記の 2005.6.30以後に

建設された路線に対しては、韓国鉄道公社の全担当権を一方的に排除し鉄道民営化を

可能にした。

乙の条項については、 2013年 12月韓国鉄道の労働者が鉄道民営化に反対する大

規模ストライキを行いながら鉄道民営化防止法の制定を要求したときに、そのような

法は韓米FTAに違反するため立法が不可能という政府主張の根拠となった。

ホ． 郵便局保険における加入限度増額の挫折

郵政事業本部では 2011年 11月郵便局保検の加入限度を 4000万ウォンから 6000

万ウォンに 50%引き上げるとの内容の立法予告をした。しかし駐韓米国商工会議所

（品!ICHAM)はこれを「韓・米 FTAに含まれている透明性を高めるとの重要な韓国の

約束を逆らうことJだと強く反対した。結局、増額することは挫折した。

へ． 金融委員会によるビザカード手数料改善の挫折

2013年 10月、金融監視委員会のシン・ジェユン委員長は、消費者の国内カード決

済の際にビザカードの国外決済網を使わないにも関わらず、国内決済網を提供しでも

ないビザカード社に韓国のカード会社が手数料を支払っている状況を是正すると発

表した。このように国内決済にもかかわらず、ビザカード社等に支払った手数料は、

去る 2011年から 2013年 6月末まで 2,841億ウォン（ユ・イルホ議員室資料）にも上

る。

これに対して米国は、金融機関の手数料に介入することは韓米自由貿易協定（FTA)

を違反するので、金融委員長の一連の行動を国際仲裁審判に回付すると圧迫した。

結局、韓国は事実上の是正をあきらめ、カード会社の代わりに直接消費者がビザカ

ード社の手数料を負担するよう変更した。その代わりに国内カード会社が消費者から

受け取る年会費は廃止となった。

5. ローンスターの国際仲裁回付

ローンスターは 2012年韓ーベルギー投資保護協定（BIT）について韓国を国際仲裁に

回付した。しかし韓国のく民主社会のための弁護士集まり〉では、 2015年直接原告と

なり、韓国政府を相手としたローンスター（LoneStar）の国際仲裁回付（ISDS)ll）に関
する情報公開訴訟を進めた。
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ローンスター事件は46億 7,950万ドル（円換算約5,665億 2,299万円）の賠償を求

める国際仲裁事件。それでも韓国政府はローンスターが何を根拠に上の巨額を請求し

たのか、請求額の計算内訳の公開を拒否した。そしてローンスターによって証人に回

付された韓国国税庁、検察、金融委員会の官僚らが誰なのかも明らかにしなかった。

さらに韓国政府は2014年ワシントンDCで開かれた仲裁弁論に参観申請をした韓国

弁護士団体の要請も断った。その結果、韓国市民の誰も仲裁場所に出入りできなかっ

た。

政府の 2015年度予算案を見れば、ローンスターの国際仲裁のために使うお金は

112億 3,400万ウォン。 2013年度から使った金額を合わせれば219億 5,200万ウォ

ンに上る。ローンスター事件はまだ進行中であり、来年 1月に 3回目の仲裁弁論日

を控えている。

11）国際仲裁回付権（ISD）は韓米 FTAの代表的な毒素条項として世界的に批判が提起されて
いる。ドイツ経済部長官SigmarGabrielとEU国際通商担当執行委員JeanClaude Juncker 
も米国とヨーロッパ連合の FTAで会社に国際仲裁回付様を付与することを強力に批判して

いる。エクアドル、ボリビア、ベネズエラがICSID条約から脱退し、またインドネシアも企
業の国際仲裁回付権を含む投資保障協定を終了させるとの方針を発表した。南アフリカ共和

国もスペイン、オランダ、 ドイツなどと締結した投資保障協定を解約した。国連機構である
UNCTADのく2014年ISDS例年報告書〉でもこの制度が投資を促進するという証拠はないと

分析した。そして健康環境公共政策は特別な状況でなければ国際仲裁回付の対象でないとの
条項を FTAに置いても回付を防ぐことはできない。 CAFTA（中米一部国家と米国の FTA）付
属書 10-Cには上のような韓米 FTA条項があっても、 PacificRim Mining事件で国際仲裁を

防ぐことはできなかった。この会社は金鉱採掘許可に必要な環境保護措置が履行できなかっ

たため許可が下りなかったが、すぐに 3億ドルの賠償を要求する国際仲裁にエルサルパドル

を回付した。ペルー・米国 FTA 付属書 10－~にも上のような韓米 FTA での条項はあるが、
Renea mining事件でも国際仲裁回付を防ぐことができなかった。ペル一政府が汚染除去と
環境復元義務の履行期間延長をしてくれなかったので、ペル一回米国 FTAを根拠に 8億ドル

の損害賠償を求める国際仲裁に回付した。また裁判所の判決も回付対象となる。米国製薬会

社が医薬品特許権を認めなかったカナダ裁判所の判決に対抗し、 5億ドルの賠償を要求する

国際仲裁にカナダを回付した ELiLilly事件。カナダ裁判所の特許審査基準に対する解釈権

限を正面から挑戦した事件である。

特にスペイン、ギリシャ、キプロスなど経済危機を体験したヨーロッパの国々の緊縮政策
に対抗する国際仲裁回付を見れば、国際仲裁回付が国家政策の自立様をどれほど害するのか

が分かる。スペインは再生エネルギー補助金を削減して電力生産に課税したことを理由に、
国際ファンドから 7億ユーロの賠償を要求される国際仲裁にあたった。

ギリシャは国債政策を変更した理由でギリシャ国債を保有した国際金融機関から国際仲裁

に回付された。（Postova事件） キプロスは不良銀行の健全性強化のために公的資金を投入
して国家保有持分を上げたことで、 10億ユーロの賠償金を要求される国際仲裁となった。

(Marfin Investment Group事件） アルゼンチンの経済危機対応政策が 55件も国際仲裁に

回付されたことは言及するまでもない。
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6. 結論： 韓国の経験は何か？

この文では韓米 FTAに起因したすべての変化を書いてはいない。情報が非常に不

足している。しかし韓国の法律家として、また生活協同組合の活動家として、韓米
FTAの4年間の経験を語ることはできる。韓米FTAはただ、米国産のチェリーの関税

率を引き下げる貿易協定ではない。市民の力の民主主義を狙う窓である。

その意味すら明確でない英語の法律が国内法の上に存在する。韓国の国会も政府も

裁判所も、何の意味なのかが権威を持って明らかにできない大規模英語法セットが見
えない所で韓国の民主主義と法治主義を抑圧する。

そうしながら、すでに強者で、ある現代自動車のような輸出大企業と米国企業が民主

主義の統制の外へと出て行くことを助ける。そこでは市民がどれほど努力しでも低炭
素白動車補助金法を施行することはできない。

韓米 FTAは、国会と政府と裁判所を直接企業が国際仲裁に回付する権限を与えて

いる。しかし、これらの企業に人権を守り環境を保護するどのような義務も付与して

いない。財産は徹底的に保護しながら、人をそのように守ることはしない。これが私
が体験した韓米FTAである。
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