
第 4 章 韓国の経常・資本取引規制、金融セクター等に対するソウル・ジャパ

ン・クラブ等からの改善要望 

 
 ソウル首都圏で活動する日本人商工会議所であるソウル・ジャパン・クラブ

が過去 5 年間に実施した韓国政府への要望（金融面）を振り返ると、延べ 32 件

の要望のうち、実現したのは 1 件に過ぎない（2007 年）。しかも、債権債務の

相殺について、債権、債務の一方が 50 万ドル以上であれば、申告先を中央銀行

から取引銀行（外為銀行）にするというマイナーな規制緩和に過ぎない。単純

に比率で計れることではないが、受入率は 3％に過ぎない。また、長期検討から

一部受入になった事例も 1 件のみで、大半は後年、受入困難になっているため、

同回答も事実上の受入困難とみなせよう。 

 
図表 4-1 金融分野での日系企業の要望と回答状況 

金融  項目数  受入可能  一部受入  長期検討  受入困難
2010 1 0 0 0 1
2009 10 0 0 2 8
2008 8 0 - 4 4
2007 7 1 1 4 1
2006 6 0 - 5 1

 (資料）ソウル・ジャパンクラブHP  
 
 日系企業からの要望が強いのは、何度も繰り返し要望されている非居住者へ

の韓国ウォン為替市場の開放である。同じ要望は日本機械輸出組合からも要望

されているが、2006 年に非居住者のウォン借入の申告限度を引き上げた後は変

更はなされておらず、状況は改善していない。 
 店頭デリバティブのシステムの全面現地化を義務付けや、証券会社の意思決

定を伴う業務の外部委託の禁止を崩していない。しかし、こうした規制は外資

系金融機関にとって進出を阻害する要因となる。韓国政府は金融ハブの創設を

目指しているが、こういった規制を続けるのであれば、ハブ構想の実現性にも

疑問を持たれることになりかねないのではないか。 
 逆に、中小企業貸出比率規制については、撤廃要望には応じていないが、現

地で得た情報によると、目標比率を満たせなくても当局は黙認しているという

ことであった。柔軟な対応をしているということになるが、そうであれば実態

に合わせる意味からも、撤廃することが望まれる。 
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図表 4-2 ソウル・ジャパン・クラブから韓国政府への要望（金融分野） 

項目 韓国当局の検討意見

国外支配株主の支払保証による国内借入の支
払利息の損金処理
（2008、2009、2010）
支払保証のみを取得し、国内金融機関より借入
れしている場合、実際の資金の流れは他の国内
資本の同業他社が行う国内調達と全く同じ。その
ため同株主出資持分の3倍（金融業は６倍）を超
過する分に対する支払利息及び割引料を損金算
入できるよう改善を要望。

受入困難
国外支配株主の支払保証による借入れが国内借入
れであるとしても 終負担が国外支配株主である点を
考慮すると実質的には国外支配株主からの借入れと
同一であるため、過小資本税制を適用することが妥
当。

金融実名確認手続きの改善
（2009）
金融取引の際の確認を、金融実名法で定められ
ている金融取引の都度ではなく、マネー・ロンダ
リング防止業務指針により顧客毎の本人確認で
金融業務が行われるよう改善を要望。

受入困難
現行法の下でも、継続取引など一定の場合は実名確
認の省略が可能であり、委任関係の確認についても
法人の代理人の場合には必要書類を緩和している。
実名義による金融取引の実施により金融取引の正常
化を図ることが金融実名法の目的であり、顧客別の確
認に依存すればその趣旨が色あせる。

店頭デリバティブライセンスに求められるシステム
の現地化
（2009）
現地法人の場合、店頭デリバティブライセンスを
取得するためには、全てのシステムを現地化する
ことが求められているが、これは外資系金融機関
にとって負担大。グローバルに共有するシステム
については海外システムの共同使用を認めるよ
う要望。

受入困難
店頭デリバティブ取引に対する金融監督の実効性の
確保、国内外同等待遇の原則などを勘案すると、建議
内容は受入れ困難。

証券会社の業務委託に関する規制
（2009）
証券会社の場合、意思決定を伴う業務は外部へ
の業務委託が禁じられているが、外資系金融機
関にとってこれらの機能は地域マネージメントレ
ベルで管理されており、韓国内で独立して完結す
るものではない。外資系金融機関の地域マネー
ジメント管理体制を考慮した上で柔軟な対応が出
来る様、法改正を要望。

受入困難
金融投資業者の内部統制関連業務の外部委託を広く
許容すれば、各業者に対して遵法監視人・内部統制
基準を別に設けるようにした規定が形骸化するおそれ
がある。そのため外国系支店の内部統制関連業務の
本店・地域本部などへの委託を許容する方向に法改
正するのは困難。

「デリバティブ商品投資相談士」試験制度に関す
る改善
（2009）
「デリバティブ商品投資相談士」試験は、現在、韓
国語のみで実施されており外国人スタッフが試験
に合格するのは現実的に困難。そのため、①外
国語による試験問題の出題、②海外の公的資格
を取得した外国人スタッフに対する特例の適用、
などの改善を要望。

受入困難
①について：外国の事例がない。またその需要に比べ
て所要費用が膨大であり、非経済性、低効率的なこと
を考えると、現実的に受け入れがたい。
②について：外国の事例をみると、ほとんどの国は外
国人に対する特例を認めていない。また内国人に対し
て公平を欠く。デリバティブ商品の投資相談業務に必
要な一定水準の能力を評価する試験は、例外なく適
用する必要がある。
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図表 4-2 （②） 

項目 韓国当局の検討意見

金融機関の業務委託等に関する規制の緩和
（2008、2009）
外銀支店が本店の電算システムを利用すること
が業務委託と見なされ、金融監督院長への報告
に加え、本店所在国の金融監督機関からのno
objection letterの取得・提出が義務付けられて
いるが、このようなレターの取得はきわめて困
難。支店と本店の連署した誓約書の提出等の代
替案をもって緩和を要望。

受入困難
各国の金融監督機関は自国金融機関が業務の一部
を海外に委託する場合、資料接近及び検査受入れ義
務を反映するために、受託者金融監督機関の検査同
意書を提出してもらっている（米国、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、香港
等）。
業務委託は監督及び検査権が前提となっており、no
objection letterは日本のみならず他国の金融機関に
も要求している点であることを考えると、慎重なアプ
ローチが必要。
誓約書の提出だけでは金融監督機関が検査権を行
使できない。

有価証券保有制度の外国金融機関への弾力的
運用
（2006、2007、2008、2009）
長期保有有価証券の保有額に対する上限規制
（自己資本の60％）に関して、外国金融機関につ
いては韓国の支店単位の自己資本ではなく、金
融機関全体の自己資本を適用するよう改善を要
望。

長期検討（2006、2007、2008）
主な金融先進国でも自国の状況によって本店資本金
制度と支店資本金制度を選択して運用。
国内金融市場の成熟度及び金融ハブへの成長などを
考慮して、長期的に本店資本金制度への転換につい
て検討する必要あり。
受入困難（2009）
銀行への資本金規制は銀行の健全性維持と金融シ
ステム安定の確保が目的であり、本店資本金の認定
可否は、各国の金融状況を反映して運営されている。
バーゼル委員会の銀行監督コアプリンシプルにおいて
も各国の金融制度の特殊な環境とリスクを考慮して、
銀行監督上の差別性を認めている事項である。

非居住者への韓国ウォン為替市場の開放
（2006、2007、2008、2009）
外国為替の自由化に向けての規制緩和により居
住者に対する自由度は広がっているが、非居住
者に対する韓国ウォン市場へのアクセスは限定
的。非居住者への韓国ウォン為替市場の早期開
放の検討を要望。

長期検討（2006）
06年1月から非居住者のウォン保有制限が大幅に緩
和。また06年5月に発表した「外為自由化推進法案」
にて非居住者のウォン借入の申告限度を引き上げ。
今後も上方調整する予定。
一部受入（2007）
06年5月に発表した外国為替自由化推進方策によっ
て非居住者に対する韓国ウォン為替市場の開放を段
階的に拡大。
長期検討（2008、2009）
韓国政府はこれまでも為替市場の自由化を継続して
推進してきており、実需要を目的にウォン貨の取引を
する外国企業の不便さはすでに相当部分解消された
と判断される。

同一人又は同一グループに対する貸付規制の改
善
（2006、2007、2008、2009）
同一人又は同一グループに対する信用供与限度
は見なし自己資本を元にして算定されているが、
現在の算定方法では制約がある。信用供与限度
額の算定方法については、持込資本金ではなく、
本店自己資本額を基準とするよう改善を要望。

長期検討（2006、2007、2008）
受入困難（2009）

（有価証券保有制度の外国金融機関への弾力的運
用に対する回答と共通）
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図表 4-2 （③） 

項目 韓国当局の検討意見

中小企業貸出比率規制の撤廃
（2006、2007、2008、2009）
韓国では、一定比率以上の中小企業向け貸出を
義務付けているが、中小企業育成は政府による
政策融資等で対応すべき課題であり、現在の制
度は市場原理にそぐわない。外銀への中小企業
貸出比率規制の撤廃を要望。

長期検討（2006、2007、2009）
中小企業貸出比率の遵守は義務ではなく勧告事項で
ある。外銀支店に対しては同比率を低く適用してい
る。
韓国銀行は、今後中小企業の資金調達状況、金融機
関の経営状況などを見て、中小企業貸出比率制度を
号合理的に改善していく計画。
受入困難（2008）
（検討意見は同上）

外国為替取引業務取扱細則の改正
（2008）
外国為替取引業務取扱細則に定められている通
り、外国為替銀行は、海外での使用を目的としな
い資金の支援のための外貨貸付の提供はできな
い。この規定の撤廃もしくは輸出（媒介）取引のよ
うな取引に関しては、同規定が適用されないよう
に関連規定の適切な改正を要望。

受入困難
為替リスクヘッジのための運転資金の外貨貸出は、
外貨貸出用途制限の実効性を維持するために、引き
続き制限する必要あり。

海外送金の規制緩和
（2007、2008）
規制が非常に厳しく、送金を認められるケースで
も送金時に提出する資料が非常に多い。外国企
業が海外で事業を行う上で海外送金は必要不可
欠であり、企業の利便性を高める上でも、引き続
き海外送金の速やかな規制緩和の検討を要望。

長期検討
送金の際の支払証憑資料の提出は、外国為替流出
入のモニタリング及び不法外国取引防止のため欠か
せない。
ただ、韓国政府は、外為自由化のレベルから持続的
に送金を自由化しており、このような流れは今後も続く
ものとみられる。

過小資本税制の外国金融機関への弾力的運用
（2007）

受入困難
金融業に対する借入金の倍数調整は、他の業種との
平衡性の確保のための措置であり、米国、日本など
の外国の事例を考慮して決めたもの。
借入金の倍数調整は、2007年7月発表、2008年1月
施行となるもので、現時点での修正は困難。
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図表 4-2 （④） 

項目 韓国当局の検討意見

預金保険制度加入の任意化
（2006）

受入不可
預金保険制度は金融システムの安全性向上を優先し
ており、預金保険による安定的な金融環境づくりは、
韓国での営業にあたる全ての国内外の金融機関が
享受する恩恵であり、外国銀行の支店も韓国の金融
機関と同等に取り扱うことが望ましい。預金保険制度
を採択しているほとんどの国家は外国銀行支店に対し
て預金保険義務加入の方式を適用している。
公的資金の投入は韓国で営業中の全ての金融機関
（外銀支店を含む）が受益者であるため、受益者負担
原則の下に受益者である金融機関が公的資金の一
部を負担することが望ましい。

債権債務相殺規制の簡素化
非居住者との債権債務相殺規制が厳しく、可能
な場合でも許認可取得手続きが煩雑である。非
居住者への韓国ウォン為替市場を開放し、手続
きの簡素化を要望。

07年12月から優先的に相殺対象債権、または債務の
中で一方の金額が50万米ドル以上の場合、中央銀行
申告から外国為替銀行申告へと緩和する方針。

資料）ソウル・ジャパン・クラブHP
 

 この他に、日本機械輸出組合は、1）外貨借入れ制限、2）外貨資金送金規制、

3）債権債務相殺規制の緩和を要望しているが、いずれも抜本的な改善はなされ

ていない。 
 

図表 4-3 日本機械輸出組合の要望 
要望 問題点 韓国政府の対応

外国為替取引
の自由化

外国為替取引の自由度が低く、外貨リスク
ヘッジ目的の外貨借入ができない。

為替リスクヘッジを目的とする国内使用運転
資金の外貨貸出、外貨貸出用途制限を維持
するために、引き続き制限が必要。
2010年7月、金融機関の為替先物取引に限
度額を設け、企業の外貨借入の使途を制限
する規則を実施。

非居住者への
韓国ウォン為
替市場の開放

非居住者の外貨資金送金が厳しく、可能な場
合でも許認可取得手続きが煩瑣である。

2007年12月、指定取引外為銀行を通じた場
合、年間5万ドルまで支払証憑を免除。

非居住者への
韓国ウォン為
替市場の開放

非居住者との債権債務相殺規制が厳しく、可
能な場合でも許認可取得手続きが煩瑣であ
る。

2007年12月から優先的に相殺対象債権、ま
たは債務の中で一方の金額が50万米ドル以
上の場合、中央銀行申告から外為銀行申告
へ緩和。

（資料）日本機械輸出組合HP  
 
 現地でのインタビューでも、日系企業、金融機関の双方から外国為替取引の
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実需原則の緩和への要望が強かった。2007 年 12 月以降、年間 5 万ドルまでは

証憑書類を免除されるようになったが、個人ならともかく企業にとって、この

金額では実質的な緩和にはならない。他には、債権債務相殺規制の緩和の要望

も聞かれたが、いずれもソウル・ジャパン・クラブや日本機械輸出組合の要望

に挙がっているものだ。 
現地の日系企業では、韓国ウォンがハードカレンシーでないことから一定の

外為規制が必要であることを理解しながらも、煩雑な事務の軽減を求めている。 
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