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要旨 

 

    韓国の金融は 1960 年代以降急速な量的成長を遂げたが、経済危機を経験するな
ど、その質的発展には課題が残されている。そこで本稿では、1960 年代以降の韓国金
融システムの発展過程を、金融制度改革をメルクマールに概観し、とくに政治経済学的

側面に重点を置き、その担当者および利害関係者の誘因を考慮に入れて評価した。経済

危機以後の構造改革によって、金融行政においての政府裁量が大きく制限されるように

なった点は評価できるが、本質的（かつ永年の）構造問題すなわち「銀行の自律化」の

問題は、依然として残されている。韓国の金融制度に関わる経済主体として、政府が制

度整備に専念した裏方に回ると同時に、銀行が自律的な存在として登場したとき、韓国

の構造改革は成功したと評価できるだろう。 
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要約 

 

本稿の目的は、1960 年代以降の韓国金融システムの発展過程を、金融制度改革をメルク

マールに概観することである。その分析においては、とくに政治経済学的側面に重点を置

き、その担当者および利害関係者の誘因を考慮に入れて評価した。 

韓国政府は、経済危機後の構造改革において市場を意識し、「市場の維持」の役割に改革

の重点を移すようになった。これは過去の金融制度改革と比べて も異なる点であり、韓

国の経済発展段階に鑑みても妥当であると考えられる。 

韓国が将来、銀行中心、市場中心のいずれの金融システムを採用するにせよ、新規企業

が一般から広く資金調達できる制度を定着させることが肝要で、金融面の制約から実質的

に新規参入が制限される状況は、絶対に回避しなければならない。それゆえ当面は、ベン

チャー市場を含めた資本市場からの資金調達がさらに活発に行われるように制度整備を進

めつつ、民間銀行の自律性を確保した上で、銀行の貸出審査能力や企業監視能力を早期に

涵養することが望まれる。 

また、構造改革によって、金融行政においての政府裁量が大きく制限されるようになっ

た点は評価できるが、本質的（かつ永年の）構造問題すなわち「銀行の自律化」の問題は、

依然として残されている。韓国の金融制度に関わる経済主体として、政府が制度整備に専

念した裏方に回ると同時に、銀行が自律的な存在として登場したとき、韓国の構造改革は

成功したと評価できるだろう。 

                                                  
* 本稿は、寺西重郎・奥田英信・福田慎一・三重野文晴編『アジアの経済発展と金融システム・

極東アジア編（仮題）』東洋経済新報社（近刊）に収録予定のものである。 
† 慶應義塾大学経商連携 21 世紀 COE プログラム 研究員(PD) 
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1. はじめに 

 

本稿の目的は、1960 年代以降の韓国金融システムの発展過程を、金融制度改革をメルク

マールに概観することである。その分析においては、とくに政治経済学的側面に重点を置

き、その担当者および利害関係者の誘因を考慮に入れて評価することにする。 

韓国の金融は、1961 年に成立した朴正煕政権によって、「政府主導・銀行中心」のシステ

ムとして整備された。その後、韓国の金融システムは第 1 次石油ショック（1973 年）、第 2

次石油ショック（1980 年）、ソウル・オリンピック前後の経常収支黒字化（1980 年代後半）、

アジア通貨危機（1997 年）といった内外経済環境の変化に対応する形で、10 年弱ごとに制

度改革を経験してきている。 

これらの各制度改革は、時代背景が異なるために具体的な施策には違いが見られるが、

大まかな方向性（改革目標）においては共通しているといえる。それは「銀行中心の金融

システムから市場中心の金融システムへ」と「政府主導から民間主導へ」という２つの軸

である。ゆえに、韓国の金融システムの発展過程を概観する際には、「比較金融システム論」

と「金融における政府の役割」といった２つの経済学的視角から検討される必要がある。 

さらに、目標が共通する制度改革が数次に渡り実行されることになった原因については、

改革の経済的根拠とは異なる政治経済学的側面からの検討も必要となる。なぜなら、制度

改革というものはその実現によって「社会厚生が改善される」とき（そして、そのときの

み）、実施されるのが望ましいものの、制度改革が社会厚生を改善するとしても、すべての

個別利害関係者にとって望ましいものではないとき1は、彼らの反対によって、改革が実現

されない、あるいは実効性のないものに歪曲される可能性があるからである。 

ゆえに、1960 年代以降の韓国金融システムの発展過程を、金融制度改革をメルクマール

にして、政治経済学的側面に重点を置いて評価することは、経済危機以後の金融構造改革

を「銀行中心の金融システムから市場中心の金融システムへ」と「政府主導から民間主導

へ」という制度改革の変遷から捉え直して、評価することにつながる。すなわち、韓国の

金融システムが現在抱える問題が近年の環境変化から新たに生じたものか、従来から先送

                                                  
1 改革によって利益を享受する利害関係者(A)が、改革によって不利益を被る利害関係者(B)に対

して、(A)の利益の一部を(B)に移転してその不利益を補填できるならば、全ての利害関係者が改

革によって利益を享受できる可能性がある（いわゆる、Coase [1937]の定理が成立するケース）。

しかし、「取引費用が存在しない」というCoaseの定理の前提条件は現実には成立しがたいので、

本稿ではこのケースは想定しないこととする。 
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りされてきたものかを判断できるようになることで、経済危機以後の金融構造改革を改め

て評価できるようになるのである。 

そこで、本稿の以下の構成は次のとおりとする。まず第 2 節では予備的考察として、「比

較金融システム論」、「金融における政府の役割」の両分野から、金融制度改革に関する論

点を整理する。続く第 3 節では、韓国金融システムの発展過程を紹介するなかで、各時期

に実施された金融制度改革を評価していく。第 4 節では、韓国金融システムの現状を評価

し、またその将来を展望することで結語とする。 

 

2. 金融制度改革に関する予備的考察 

 

2.1 比較金融システム論 

 

先進国と発展途上国との比較はもちろんのこと、経済発展（一人当り国民所得）が同水

準である先進国間でも、観察される金融システムは多様である。それらは少なくとも、相

対取引を仲介し資産変換機能を担う銀行が相対的重要性を持っている「銀行中心の金融シ

ステム」と、狭義の金融市場が相対的重要性を持っている「市場中心の金融システム」に

分類できる。この金融システムの多様性を研究する分野を、比較金融システム論と呼ぶ。 

 

2.1.1 伝統的議論 

 

金融システムの多様性の問題は、古くは Gerschenkron [1962]による 19 世紀後半の英独

比較にまで遡れ、1990 年代には英米型と日独型の比較構造論に発展した2。けれども、理論

的分析は 1990 年代以降にようやく進展したと言うべきで、この初期段階の研究の中では、

「銀行中心の金融システム」と「市場中心の金融システム」の比較優位を明らかにした次

の２つの文献（Boot and Thakor [1997]と Allen [1992]）が重要である3。 

このうち Boot and Thakor [1997]は、２種類の経済主体を仮定し、「資産代替型のモラル・

ハザードを阻止するために借り手のモニタリングへの特化」を選択する経済主体は連合し

て銀行を組織することを好み、「当該企業経営者でも入手できない収益関連情報の取得」を

                                                  
2 Hoshi, et al. [1991], Levine [1997], Morck and Nakamura [1999]など。 
3 この分野のこれまでの研究成果を総括した文献として、Allen and Gale [2000]が挙げられる。 
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選択する経済主体は金融市場で独立して取引することを好むことを示した。また、観察可

能な高い信用力のある借り手は市場からの資金調達を選択し、低い信用力の借り手は銀行

借入を選択することを示した。 

Allen [1992]は、金融市場を多種多様な情報の収集機構として捉えた。そして、 適な経

営判断に必要な情報が複雑で経営者でも完全には把握できない場合は、情報チェックが（市

場価格、取引量、乗っ取り等を通じて）複数回行われる「市場中心の金融システム」の方

が、（審査という形で）一回しか行われない「銀行中心の金融システム」よりも、金融シス

テムとして望ましいと考えた。その一方で、経営判断にコンセンサスが得られやすく、主

目的が企業のモニタリングにあるような状況では、「銀行中心の金融システム」の方が、金

融システムとして望ましいと考えた。 

以上をまとめると、新技術の革新が起こる局面（突破局面）では、あるいは、産業革命

の先導国においては、情報収集に関わる取引費用が相対的に重要なために、投資案件の審

査において市場からの複眼的なシグナルが活用できる「市場中心の金融システム」の方が

望ましい。その一方で、技術の改良・伝搬・普及が起こる局面（成熟局面）では、あるい

は、産業革命の追随国や先進国をキャッチアップする発展途上国においては、監視に関わ

る取引費用が相対的に重要なために、投資案件の監視において主要債権者としての銀行の

監視能力が活用できる「銀行中心の金融システム」の方が望ましいということになる。 

他方、比較金融システム論の実証研究は「経済成長と金融発展」と呼ばれる研究分野に

含まれることが多く、Goldsmith [1969]が、金融発展のパターンと金融システムの多様性

について、1860-1963 年の期間のデータを用いて 35 ヶ国の実証分析を行って以来、多くの

研究が蓄積されてきた4。その結果、経済成長と金融発展には、有意な関係が認められるこ

とが明らかになってきている。 

例えば、World Bank [1989]や Demirgüçs-Kunt and Levine [1996]は、この Goldsmith 

[1969]の研究を 1970-1993 年の期間・約 50 ヶ国に拡張して、狭義の金融市場と相対取引お

よび仲介機関の組み合わせ、すなわち金融システムの基本構造と経済成長の関係を分析し

ている。これらの実証分析からは、一国が経済発展するにつれて、あるいは GDP の小さな

国から大きな国に移動するにつれて、①金融仲介の量は増え、②信用配分において中央銀

行に比べて銀行が成長し、③非銀行金融機関の重要性が増し、④資産市場の規模が大きく

なる、といったパターンが全体的には見られる。 
                                                  
4 この分野の包括的な展望論文として、Levine [2004]が挙げられる。 
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ただし「経済成長と金融発展」の分野での実証研究には、各国で金融機関分類が統一さ

れていないなどのデータ上の制約や、経済成長と金融発展の間の双方向の因果関係から生

じる同時性バイアスといった計量分析上の問題が存在する。そのほか実証結果からも、同

水準の所得グループにおいても例外や相違点も多く見られた。そのため、金融システムの

多様性と経済成長の関係について、明確かつ説得的な示唆点を導出するのが困難な状況が

続いていた。 

 

2.1.2 法と金融アプローチと政治経済学アプローチ 

 

 「銀行中心の金融システム」と「市場中心の金融システム」との比較優位は理論的に示

されるものの、どちらの金融システムが長期的な経済成長をより促進するかについて実証

的には明確でないという状況に対して、La Porta, et al. [1997, 1998]は、投資家権利保護の

水準や法の執行・強制の質といった法的環境や、Common Law（英米法・慣習法）や Civil 

Law（大陸法・市民法）といった法制度の起源に着目した「法と金融（Law and Finance）

アプローチ」を提示した。 

「法と金融アプローチ」の比較金融システム論における理論面での貢献は、銀行や市場

といった金融制度より金融機能に注目した先行研究5を、法的環境という新たな変数を導入

して拡張した点が挙げられる。「法と金融アプローチ」によれば、法制度が十全に機能する

ことで、市場と仲介機関（銀行）という制度の違いに関わらず、金融サービスが質・量と

もに充実し外部金融が必要十分に提供されるので、効率的な資源配分を通じて経済成長は

促進される。さらに、法制度の起源によって規定される株主保護や債権者保護のあり方の

違いは、各国の金融システムのあり方を特徴付ける。こうした点は、「比較金融システム論

の伝統的議論」とは一線を画すものである。 

次に「法と金融アプローチ」の実証面での貢献は、各国の法的環境をデータ化し操作変

数として回帰分析に用いることで、上述の同時性バイアスの問題を解決する手法を提示し

た点が挙げられる。また、Levine [2002]は上述の分析上のデータ面での制約を克服するた

め、1980-1995 年の期間・48 ヶ国について、統一された基準での金融に関する指標のデー

タベースを構築したうえで、経済成長と金融発展に関する実証分析を行なっている。ここ

で Levine [2002]は、各国間における長期的な経済成長率の違いは、金融システムのあり方

                                                  
5 Merton [1992, 1995], Merton and Bodie [1995]など。 
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の違いでは説明できなかった一方、法的環境からの影響を受けた金融サービスの発展水準

で説明できたとの実証結果から、「法と金融アプローチ」を支持している。 

他方、ごく直近では、プリンシパル－エージェント理論を政府組織および政治過程に応

用した「政治経済学6」を、比較金融システム論の分野に適用する研究（政治経済学アプロ

ーチ）も進展している。「政治経済学アプローチ」によれば、政府が社会厚生 大化だけで

なく独自の目的（私的便益）も追求する主体と仮定するならば、法律や規制の策定も民間

（企業・金融機関）との相互作用によって影響を受ける内生変数と考えられる7。この点に

関して Pagano and Volpin [2002]は、投資家権利保護の水準や法の執行・強制の質といっ

た法的環境は外生変数ではないとして、「法と金融アプローチ」が法的環境を所与として取

り扱う限界を指摘している。 

「政治経済学アプローチ」の先駆的研究である Rajan and Zingales [2003]は、「『一国の

金融部門の発展は、その国の経済成長を促進する』という数多くの研究成果にも関わらず、

なぜ多くの国で金融部門は未発達のままであるのか」という問題意識を提示する。そして、

「新規参入によるレント喪失の回避を目論む既存企業（および金融機関）が政府に対して、

資本市場発達を促進する制度的基盤整備を実施しないように働きかけるため、金融部門の

発展は進展しない」という「金融発展の利益集団理論」なる仮説8を実証している。 

ここで Rajan and Zingales [2003]は、「金融部門の発展」を主として「資本市場の発展」

をベースに定義し、集団あるいは組織内部における金融を金融発展から除外しているが、

これは Rajan and Zingales [2003]の金融発展の質的側面を重視した見解を示しているとい

える。すなわち、完全市場におけるファイナンス成否の決定要因は、投資プロジェクト（当

該資産・アイディア）の質（採算性）であるのに対し、資金調達者の属性や過去の取引関

係からの情報に依存する組織金融は、（とくに発展途上国では政府が関与することが多いた

めに）新規投資家の市場参入を困難にすることから、質的発展からは除外されている。 

つまり Rajan and Zingales [2003]は、経済発展段階に応じた「銀行中心の金融システム」

                                                  
6 この分野の代表的文献として、Laffont [2000], Persson and Tabellini [2000]が挙げられる。 
7 例えば Perotti and von Thadden [2004]は、分散化した株主による企業支配によって安定雇用

が脅かされることを回避したい労働者が、投票行動を通じて、資本市場発達を促進する制度的基

盤整備を実施しないように政府に働きかけることを理論モデル化している。また Perotti and 
Volpin [2004]は、新規参入によるレント喪失の回避を目論む既存企業が参入規制の実施を政府

に働きかける状況で、ロビー活動の水準が内生的に決定される理論モデルを分析している。 
8 この仮説は、「既存企業（および金融機関）にとっても金融部門の発展が望ましい状況では、

利益集団の政府への働きかけによって、金融部門の発展がより促進される」というケースも含ん

でいる。 



 

 - 6 - 

と「市場中心の金融システム」の比較優位を論ずる「比較金融システム論の伝統的議論」

と、金融発展と法的環境の関係を論ずる「法と金融アプローチ」の双方の先行研究を取り

込みながら、さらに法制度整備における政治過程の分析を追加した研究であるといえる。 

 

2.2 金融における政府の役割 

 

前節では、金融制度改革に関連する比較金融システム論の既存文献を展望した。これを

受けて本節では、まず政府の役割を大きく３つ（市場の補完・市場の維持・市場の整備）

に分類し、金融分野においてはそれらがどのようなものになるかを整理する。（表 1 参照）

次に、金融分野での政府の役割も、経済発展段階に応じて変化する必要性があるけれども、

政府には変化の誘因が乏しく旧来の組織・行動が持続されがちであることを示す。 

 

2.2.1 市場の失敗と政府の役割 

 

一般に「市場の失敗」なる状況が発生しているとき、市場メカニズムのみでは効率的な

資源配分が実現されないおそれがあるために、資源配分において市場を補完する役割が政

府に認められる可能性が生まれる。なお、金融市場における市場の失敗については、(A) 

終的な資金調達者と金融仲介機関の間の関係にかかわるものと、(B) 終的な資金提供者と

金融仲介機関の間の関係にかかわるものに大別して整理することができる9。 

前者の(A)における市場の失敗とは、情報の非対称性と外部性等の原因で、 終的な資金

配分の状態が非効率なものにとどまっている状況を指す。この状況下では政府が資金配分

の状態に影響を与えるような関与を行なうことで、経済厚生の改善を図ることが、(A)にお

ける「市場の補完」と呼ばれるべき政府の役割である。この役割は、財政投融資のような

タイプの政府金融活動（公的金融）と も関連性の高いものである。 

他方、(B) における市場の失敗の典型例は、預金者と銀行の間の情報の非対称性によって、

両者の取引関係が不安定なものとなり、極端な場合、取り付けの発生とその伝染が起き、

多数の銀行が経営破綻に追い込まれるというものである。このような事態を回避するには、

預金者と銀行の間の情報の非対称性を解消する必要がある。ここで、預金者は多数存在し、

その各々の預金額は一般に小口で、分散していることを考慮すると、より一層の政府介入

                                                  
9 これらの詳細な内容については、池尾 [1998]を参照されたい。 
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（銀行に対する規制・監督）が「市場の補完」活動として必要になる。 

以上の「市場の補完」にかかわる政府の役割は、市場メカニズムが もよく機能したと

しても残される問題点への対処にかかわるものである。しかし、市場メカニズムはその円

滑な機能のために、それを支える一定の制度的基盤（インフラ）を必要とする。例えば、

私的財産権が確立していなければ、「対価を支払って（受け取って）、財・サービスを購入

（提供）しようとする」市場取引はそもそも成り立ち得ない。私的財産権の確立は政府の

みがなし得ることを鑑みると、これは政府の果たすべき重要な役割といえる。 

市場取引にかかわる法制の整備の他にも、会計ルールの導入や品質基準の設定、あるい

は不公正取引を防止したり、情報開示を強いるような規制を実施することは、この面で政

府に期待される役割である。とくに資本市場が発達するためには、そこでの取引対象であ

る企業証券の品質について市場参加者が容易に知り得るようになっていなければならない。

ところが、こうした条件が成り立つためには、厳格な会計ルールが存在し、それに基づい

て個々の企業の財務内容が（互いに比較可能な形で）情報公開されることが不可欠である。

以上、市場メカニズムを支える制度的基盤の形成は、「市場の維持」10と呼ぶことができる

政府の役割である。 

ここまでは金融市場の存在を前提に、政府の役割に関する議論を整理してきた。これ対

して、以下では、金融市場がほとんど存在しない、すなわち発展途上国の経済における政

府の役割についての議論を整理する。ここでの「市場が存在しない」ということは、情報

の非対称性等によって「市場の失敗」が発生するという、新古典派経済学が市場経済での

政府の役割を正当化する上述の議論とは、異質のものである。このような状況において政

府はどのような対応をすべきかという「市場の整備」に関する役割が、開発経済学の分野

で長らく議論されてきたが、この点に関しては大別して 3 つの見解が存在する。 

1 つは、新古典派経済学の見解で、政府の役割は私的所有権の確立等の基盤整備と「市場

の失敗」への対処（すなわち、上述の役割）に限定されるべきだというものである。こう

した見解に基づいて新古典派経済学者の大半は、政府が金融取引に関与している発展途上

国に対しては、自由化を要求する立場をとった。金融分野では、McKinnon [1973]や Shaw 

[1973]が、政府による金融システムへの介入を市場均衡価格からの乖離を生み出す「金融抑

圧」と呼び、非効率的資源配分の源泉として捉えたことが代表的である。 

新古典派経済学の対極にあるのが開発国家論の見解で、国家（政府）による積極的な介

                                                  
10 制度的基盤の整備の他に、競争政策の展開も「市場の維持」の範疇に含まれる。 
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入があってこそ経済発展が達成されるというものである11。金融分野に関しては、

Gerschenkron [1962]が、19 世紀末から 20 世紀初頭のロシアを例に挙げ、契約履行に関す

る制度基盤が確立されていない経済発展初期段階で先進国をキャッチアップするためには、

政府による金融システムへの介入が必要であることを説いている。 

これら両極の見解に対して、いわば第３の見解として、Aoki et al. [1996]は、「制度とし

ての市場を整備し、市場機能を拡張する」という政府の市場拡張的役割を主張している。

金融分野では、Hellmann et al. [1996]が、開発促進のために政府がとり得る金融面での介

入政策として有効だと考えられるものの内容を分析し、そうした政策体系のことを「金融

抑制」と呼んだ。金融抑制は金融機関にレント獲得の機会を作り出すものであり、金融機

関のネットワーク整備による外部効果を内部化して、金融機関に十分な投資を行なわせる

効果をもつという点で、経済発展促進につながる意義をもつ。 

 

2.2.2 制度改革における政府の誘因 

 

一般に発展途上国では、道路・港湾などの目に見える物的な社会資本を整備した方が政

治的な支持を獲得しやすいため、政府には無形で整備状況が計測しにくい制度資本の整備

は、 小限にとどめようという誘因が働きやすい。それゆえ、「市場の維持」にかかわる政

府の役割は後回しにされがちで、逆に「市場の整備」にかかわる政府の役割が強調される

ことにもなり易い。「市場の整備」にかかわる政府の役割は、経済発展が達成され市場が形

成された後には意義を失うものであるが、「市場の補完」にかかわる政府の役割、とくに公

的金融のような活動と現象上は重複する部分が多く、またその明確な区別も困難なために、

そのまま存続する傾向がある。 

他方、発展途上国で実際に制度資本の整備が 小限にとどめられた場合は、「市場の維持」

にかかわる役割は民間の慣習（から生じる関係）に多くを依存することになる。そして、

情報獲得とその立証可能性を確保するために不可欠な制度資本が不足している状況では、

金融仲介において、公開情報が不可欠な（取引所を通じた）資本市場に大きな役割を期待

することができない。このことから発展途上国では、取引当事者間の関係に依存する相対

取引を中心とした金融仲介と、それを専門とする業者、すなわち銀行が本来的に重要な役

                                                  
11 この見解による実証的研究は、韓国について Amsden [1989]、台湾について Wade [1990]等
多数あるが、規範的研究は、村上 [1992]（趣旨は異なるが、奥野 [1999b]）以外は少ない。 
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割を担うようになる。 

しかしながら、経済発展途上段階では、経済発展に寄与する（外部性の大きな）社会資

本整備のための金融は、民間金融機関では対応しきれない場合が大いに想定される。この

とき同時に、取引当事者の一方を政府とすることで、こうした外部性を内部化できる可能

性も存在する。それゆえ、このことを根拠にして、政府による金融仲介過程への直接関与

（公的金融）が始められることが考えられる12。 

そうした関与が開始された場合、発展途上であるがゆえに多くのプロジェクトが外部性

をもちうるために、その関与は規模・重要性ともに大きいものとなりがちである。ところ

が、相対取引を中心とした金融仲介において、取引当事者の一方を政府が担うことになれ

ば、政府と投資実行者の間に特定の関係が構築されることになる。そして、そうした関係

の誕生は、システムのあり方に多大な慣性（inertia）をもたらすことになる。 

すなわち、いったん関係が構築されると、貸し手である政府にとっては、毎回新たな借

り手を探索するよりも、既存の借り手に再度融資する方が取引費用を縮減できることにな

る。同様に、借り手にとっても、既存の貸し手からの借入を継続することで、新たな貸し

手を探索し内部情報の提供を再度行なうといった取引費用を節約できることになる。その

ために、他の条件が一定であるならば、新たな取引相手の探索を容易にするための制度整

備といった誘因は両者ともに生じにくくなる。とくに政府について、資本市場の発達に不

可欠な制度的基盤の整備を進める動機付けは弱められることになる。 

前節で確認したように、公的金融の存在意義は、市場の失敗の存在から導かれる。しか

し、上述のようなメカニズムが作用するとみられることを考慮すると、公的金融の存在意

義の有無を断定する前に、市場の機能不全とされている事象が真の意味での「市場の失敗」

なのかどうかを確認する必要がある。換言すると、公的金融の存在の大きさゆえに、また

は政府による制度資本の整備が不十分なために、金融市場が機能不全状態にとどまってい

るだけだという可能性を検討しなければならない。 

もしそうしたことで市場が機能不全であるならば、市場を補完するという公的金融の存

在意義は本末転倒に過ぎなくなる。それと同時に、こうした状況においても、公的金融が

自らの誘因から規模を縮小する可能性はきわめて少ないことも確認される必要がある。 

経済発展達成後は、その発展達成という内的環境変化のゆえに、社会全体の投資に対す

                                                  
12 以下、本節では議論を公的金融に限定するが、論理は制度改革全般に適応できるものと考え

られたい。 
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る外部性を有する社会資本への投資比率の低下は不可避となる。したがって、公的金融（政

府系金融機関）の重要性（存在意義）も同時に低下する。また、この段階では制度資本整

備に対する資源の制約は緩和され、「市場の維持」にかかわる政府の役割は実施可能となる。

それにもかかわらず、「市場の維持」にかかわる政府の役割が、公的金融の存在意義を縮小

することを回避したいと望む公的金融に関わってきた既存勢力の抵抗によって、実施され

ないという可能性は無視し得ない。 

すなわち、既存勢力（政府そのものを含む）は、資本市場を発達させるための制度整備

を行ない、それに伴って公的金融の規模を縮小する代わりに、これまでの役割に代わる新

たな公的金融の大義名分を見出し、組織の存続を図ろうとする傾向がある。こうした意図

が実現された場合、組織は存続するものの、その真の存在意義は失われているのであるか

ら、経済のパフォーマンスを改善することに寄与するのではなく、むしろその劣化に寄与

することになりがちであると結論できる。 

 

3. 韓国金融システムの発展過程 

 

 本節では、韓国金融システムの発展過程を、各時代の制度改革をメルクマールにして概

観していく。 

韓国の金融制度改革に登場する経済主体は、(1) 政府、(2) 銀行（経営者・株主）、(3) 「財

閥」13、(4) 市場参加者（一般投資家・外国人投資家）の 4 者である。しかし、銀行は長ら

く政府の統制下に置かれており、韓国の金融システムおよび制度改革において自律的な存

在を示すことは、これまでほとんどなかった。また、市場参加者が存在感を示すのは、経

済危機後の構造改革の一環として各種規制が緩和された後のことである。したがって、経

済危機以前すなわち 1990 年代中盤までの韓国の金融制度改革は、規制・監督当局かつ銀行

融資の実質的な配分決定者である政府と、制度金融の資金需要者として寡占的存在である

「財閥」の間で展開されていた。 

                                                  
13 日本の「財閥（zaibatsu）」と韓国の「財閥（chaebol）」は、同じ漢字で表記されるが、基本

的に性質の異なるものであり、混同されるべきではない。韓国「財閥」は、中核企業等を媒介と

して 終的にはオーナーの所有に収斂していく所有権構造と、オーナーの家族・親族の経営への

参与が徹底している経営の人的構造に特徴があり、日本でみられた、オーナーは存在しても経営

に（あまり）参加しなかった戦前の旧財閥や、株式持ち合いにより実質的オーナーが存在しなく

なる戦後の企業グループとも異なる経営組織である。本稿での「財閥」という括弧付きの表記は、

とくに断らない限り、chaebol を指すものと了解されたい。 
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韓国政府は金融制度改革において、「資金調達手段の多様化のために、資産市場の発展を

推進する」意図があった。その真意は、「財閥」の財務体質を改善する効果とともに、企業

公開を通じて「財閥」グループ企業の株式を国民が広く所有することで、激しい労使対立

を緩和する効果が期待されたためだが、これらは概ね社会厚生 大化に一致する改革意図

であった。その一方で、政府には「経済開発達成のための政策手段として、銀行を保有す

る、または統制下に置く」意図も強く存在したが、これは社会厚生 大化に一致しない（こ

ともある）改革意図である。ゆえに韓国政府は、相反する改革意図の下で制度改革を推進

することになる。 

他方「財閥」は、政府の金融面からの統制が緩和されることを期待して、金融自由化に

賛成の立場を示した。こうした「財閥」の改革への立場は、社会厚生 大化に一致するも

のといえる。しかし「財閥」は、経営支配権の分散を促す株式公開には消極的な立場をと

り続け、社会厚生 大化への改革に抵抗する、またこれを歪曲させる働きかけを政府に行

なった。ゆえに「財閥」も、相反する立場の下で制度改革を経験することになる。 

 

3.1 1960 年代：朴正熙政権成立と官治金融の確立 

 

3.1.1 改革の背景 

 

 1950 年代の韓国経済は、朝鮮戦争での損害に加え、輸入代替工業化も原料となる援助物

資の減少から頓挫し、経済発展への離陸の糸口がつかめない状況にあった。また当時の李

承晩政権では、国際機関およびアメリカからの援助物資・外貨・輸入枠等の割当に関連し

て、政経癒着による弊害が常態化していた。大統領選挙での不正選挙に抗議した市民・学

生デモを発端として、1960 年に李承晩大統領は失脚する。しかし、続く政権は統治能力に

欠け、社会経済的には混乱が続いていた。そうした状況で 1961 年に、朴正熙将軍（当時）

が、軍事クーデターによって政権を奪取する。 

 朴正熙政権はその成立直後に「不正蓄財処理法」を制定して、李承晩政権時に事業を拡

大した「財閥」オーナーを「不正蓄財者」として処分し、疲弊した経済を立て直すために

政府主導の経済発展を標榜した。1962 年以降、政府は経済発展の目標となる「経済開発 5

ヵ年計画」を発表し、経済成長を主導する産業を振興するべく各種産業政策（補助金・税

制優遇等）を実施するようになるが、金融を通じた優遇（政策金融）はとくに重視された。 
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3.1.2 改革の概要 

 

(1) 市場の整備 

政府は、経済開発目標達成のための政策手段としての金融システムの構築に着手すると、

まず「不正蓄財処理法」によって、先に「財閥」に払い下げられた市中銀行14の株式を政府

帰属とした。同時に「金融機関に対する臨時措置法」を制定し、残りの民間株主の行使で

きる議決権も総発行株式の一定限度に制限し、人事権についても政府が掌握できるように

することで、市中銀行 5 行（朝興銀行、韓国商業銀行、第一銀行、韓一銀行、ソウル銀行）

の国有化を実現した。 

そして、政府は国内の金融資産を未組織金融市場から制度金融に吸収し、国家プロジェ

クトに 大限動員するため、まず銀行預金金利を大幅に引き上げ、さらに「預金・積金等

の秘密保障に関する法」を制定した15。1961 年末には、同様の目的から「郵便貯金法」が

制定されている。なお、地方銀行は 1967 年の大邱銀行設立以後、1971 年までに計 10 行が

設立されたが、市中銀行とは営業地域のほかに、大株主の株主所有制限がない純粋な民間

銀行である違いがある。 

また中央銀行としては、1950 年に韓国銀行法が公布・施行され、朝鮮銀行の資産・負債

を引き継ぐかたちで韓国銀行が発足していたが、朴正熙政権は 1962 年に韓国銀行法を改正

して、韓国銀行の予算、業務に関する権限を財務部（Ministry of Finance）に移管し、金

融政策の 高議決機関である金融通貨委員会を金融通貨運営委員会と格下げして、財務部

長官に再議要求権を与えることで、政府主導の金融行政・政策運営を可能とした。 

長期産業資金を支援する政府系金融機関である韓国産業銀行は、李承晩政権期の 1954 年

に設立され、1950 年代には援助資金と財政資金を基盤に戦災復旧に必要な資金支援に注力

していた。しかし 1961 年に朴正熙政権によって、同行の根拠法である韓国産業銀行法が大

幅に改正されると、取扱業務に外資借入業務、債務保証業務等が追加され、基幹産業、輸

出産業、および重化学工業を重点的に支援するようになった。 

さらに政府は、韓国産業銀行のほかにも、各次経済開発 5 カ年計画に合わせて、目的別

                                                  
14 韓国の市中銀行は日本の都市銀行に、また韓国の一般銀行は日本の普通銀行に相当する。 
15 これ以降、金融実名制（後述）が導入される 1993 年まで、非実名による銀行取引が可能であ

った。 
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に政府系金融機関（特殊銀行）を設立した16。例えば、第 1 次経済開発 5 ヵ年計画（1962

～1966）期には、1961 年に中小企業銀行、1962 年に国民銀行が設立され、中小企業金融

と庶民金融を組織化した。また第 2 次経済開発 5 ヵ年計画（1967～1971）期には、1967

年に韓国外換銀行、韓国開発金融株式会社（後の韓国長期信用銀行）が設立され、外資導

入による工業化のための資金配分を担当した。 

これらの措置によって政府は、中央銀行の独立性に制限を加え、また市中銀行に対して

も大株主として強力な統制権を行使できるようになり、銀行法の適用を受けない政府直轄

の政府系金融機関とともに、経済開発目標達成のための政策手段としての金融システムを

確立することになった（図 1 参照）。 

 

(2) 市場の補完 

韓国では、金融監督は財務部と韓国銀行が担当していた。名目上は、韓国銀行が一般銀

行（信託勘定を除く）を担当し、財務部が一般銀行の信託勘定と特殊銀行および保険・証

券・投資金融会社等の非銀行金融機関を担当するという分担とされていた。しかし、規制

金利水準は韓国銀行の意思決定機関である金融通貨運営委員会により決定され、また一般

銀行監督業務の執行機関である銀行監督院は金融通貨運営委員会の傘下に組織上あったが、

財務部長官が金融通貨運営委員会の人事権を掌握していたために、事実上、財務部が規制・

監督業務の全決定権を有していた17。 

市中銀行を所有し、さらに政府直轄の特殊銀行を設立するなど、金融を経済開発目的の

政策手段とした韓国政府にとって、金融機関は規制対象ではなく、統制対象であった。そ

れゆえ、金利規制・参入規制・業務分野規制等の競争制限的規制やバランスシート規制に

ついても、預金者保護・信用秩序維持目的の規制という側面よりも、政策金融を実現する

ための金融統制手段という側面が重視された。 

預金者に対しては、低金利に対する補償として（暗黙的ではあるが）預金の安全性（保

護）が与えられた18。そして、この預金保護による副作用として憂慮される銀行の放漫経営

                                                  
16 当時の韓国では公的金融（政府系金融機関）と対峙するはずの市中銀行も国有化されていた

ので、韓国の公的金融という場合、それは韓国の金融システムそのものとほぼ同値だとみなせる。

そのため、前節では公的金融を「市場の補完」の役割に分類したが、本節では政府系金融機関の

設立経緯を「市場の整備」として記述した。 
17 しかし、運用上は監督業務の二元化・重複化が避けられず、しばしばその非効率性が指摘さ

れてきた。 
18 1995 年 12 月制定の「預金者保護法」によって、1996 年 4 月に「預金保険公社」が設立され



 

 - 14 - 

を防止するために、人事・給与・支店設置・増資等の銀行経営に関する政府による直接関

与が行われた。以上のように、韓国では規制は政策金融の手段であり、預金者保護・信用

秩序維持といった金融システムの安定性は、規制よりも政府の金融に対する直接介入・統

制によって確保された。 

 

(3) 市場の維持 

他方、資本市場は、朝鮮戦争後の復興にあたり民間資本を積極的に動員するために、1956

年に大韓證券去来所19が開設されていた。ところが、当初の規模は株式 12 社 13 種および国

債 3 種の証券が上場される程度で、しかも、その取引は投機性の強いものが多かった。1961

年の朴正煕政権成立後、商法の改正、證券去来法の制定など、証券市場育成政策が採られ

たが、1963 年には投機的取引からの混乱が再度発生して、ついには大韓證券去来所も長期

休場に追い込まれることになった。 

こうした事態に対処し、資本市場の適切な運営と投資家の保護を図るために、政府は 1963

年に證券去来法の改訂を行った。この結果、大韓證券去来所は特殊法人韓国證券去来所に

改組されるとともに、同去来所に対する政府統制が強化されることになった。さらに政府

は、1968 年 11 月に証券市場の管理体制整備を目的に「資本市場育成に関する法律」を制

定し、同年 12 月に証券会社の規模拡大・機能強化を目的に證券去来法を再改訂したほか、

機関投資家育成を目的に 1969 年 8 月に證券投資信託業法を制定した。 

また、朴正熙政権は、当時の日本の倒産法制を参考にして、破産法（1962 年施行）、和議

法（1962 年施行）、会社整理法（1963 年施行、日本の会社更生法に相当）を基本とする倒

産法制を整備した。ただし、朴正熙政権下では、倒産企業が「財閥」系大企業の場合は政

府介入で、また中小企業の場合は私的整理で処理されることが多く、法的整理の利用は一

般的ではなかった。 

 

3.1.3 評価 

 

軍事クーデターで成立した朴正熙政権にとって、李承晩政権時の疲弊した経済を立て直

すことは、政権の正当性を示す も有効な手段であった。朴正熙政権による 5 カ年計画に

                                                                                                                                                  
るまでは、政府による預金者保護は暗黙的なものであった。 
19 本稿における「去来（所）」は韓国における名称であり、日本での「取引（所）」に該当する。 
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基づいた経済開発は、資本主義のもとでの市場を通じた資源配分メカニズムを基本としな

がら、組織による資源配分メカニズムを 大限に利用したものといえる。ここで、経済開

発目標達成のための政策手段として構築された金融システムが「銀行中心の金融システム」

であったのは、それが政府を頂点とした各組織による資源配分メカニズムと親和性が高か

ったためであろう。それゆえ、「市場の整備」を中心に政府が役割を果たしたことは、当時

の経済環境を勘案すると合理的であったと評価できる。ただし、内資動員を目的に制定し

た「預金・積金等の秘密保障に関する法」は、「市場の維持」の側面からすると負の効果が

大きかったと評価される。 

また、「不正蓄財処理法」によって、「財閥」による市中銀行の機関銀行化を防いだこと

も評価できる。ただし、「財閥」オーナーが処分されることによって、国家プロジェクトの

遂行能力がある企業家（人的資本）の不足がむしろ露見したことから、処分は形骸化し、

政府と「財閥」の関係が再構築されるようになった。この点は、1990 年代までの金融制度

改革がしばしば実効性を失う一因となったといえる。 

他方「財閥」は、政府との関係を背景とした銀行融資の獲得に注力しており、資本市場

（を通じた資金調達）には関心を持っていなかった。「市場の維持」の側面では、 低限の

法制度整備が行なわれたことは評価できるが、資本市場拡充のための諸施策は概ね時期尚

早であったといえよう。 

 

3.2 1970 年代：第 1 次石油ショックと私債市場整理 

 

3.2.1 改革の背景 

 

1960 年代後半以降、各種補助金や政策金融といった産業政策が奏功し、韓国経済は高度

経済成長の軌道に乗ることができた。他方で、急速な経済開発によって 1960 年代末から不

良債権も増加し始めており、1972 年に第 1 次石油ショックによって欧米市場への輸出が減

少すると国内景気の不況は決定的なものとなり、政府としても不良債権処理を検討せざる

を得ない状況になった。 

また、輸入代替産業など産業政策の対象外の企業や中小企業は、銀行から融資を受けら

れないことが多く、一般に私債市場と呼ばれる商業手形売買の未組織金融市場を利用して

いた。1972 年年初の私債市場の平均利率は月利 3.5%（年利換算 42.0%）であり、輸出向け
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政策金融の年利 6.0%や、銀行一般貸出の年利 24.0%に比べて相当な高利であり、私債市場

を利用する中小企業は大企業よりもさらに深刻な状況に置かれていた。 

 

3.2.2 改革の概要 

 

(1) 市場の整備 

このような状況で、政府は 1972 年 8 月 3 日に、企業債務軽減による財務構造改善と金利

引下げによる生産コスト低減を目的に、「8･3 緊急経済措置」なる施策を発表する。具体的

には、「全ての私債業者と債務企業は、8 月 2 日現在の企業債務を 8 月 3 日から 8 月 9 日ま

でに管轄税務署と金融機関に申告するようにし、これに応じない場合は私債の弁済を禁止

する」という内容であった。さらに、申告された私債は 3 年の据え置き期間を経て、5 年間

半年ごとに均等額を弁済し、その間は月利 1.35%（年利換算 16.2%）を適用することとな

った。この措置により、当時の M1 残高の 90%に該当する私債が申告され、私債市場は大

幅に縮小した。 

当時の韓国政府にとって、私債市場の制度金融への編入は、内資動員の観点から金融分

野における重要な課題となっていた。そこで政府は、私債市場が大幅に縮小した「8･3 緊急

経済措置」を契機として、私債市場が担っていた手形割引および売買といった短期金融市

場の関連業務を取り扱う仲介機関として「投資金融会社」を、また在来市場の無尽を取り

扱う仲介機関として「相互信用金庫」を設立した。 

ところが、金利規制あるいは信用割当等の「官治金融」自体が私債市場の存在根拠であ

ったために、私債市場の制度金融への編入のための規制緩和と産業政策による政策金融と

の矛盾に、政府は陥ることとなる。この矛盾解消のため、私債市場を制度化するに設立さ

れた非銀行金融機関20は、銀行に比べ金利規制において優遇されることとなった。 

 

(2) 市場の補完 

銀行監督は、銀行資産（貸出債権）の多くがすでに政府によって規定されていて銀行経

営の自由度が低い韓国においては、銀行の経営健全性の監視という通常の範囲を越えて、

より直接的な与信管理（即ち、借り手企業の監視）という側面が重視された。上述の通り、

急速な経済開発によって 1960 年代末から不良債権が増加し始めたことで、1969 年から青

                                                  
20 韓国では、保険・証券・投資信託・リース等を含めて、非銀行金融機関を第 2 金融圏と呼ぶ。 
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瓦台（大統領官邸）秘書室不実企業整理班が、1971 年からは国務総理室企業合理化委員会

が、1972 年から 1974 年までは銀行監督院与信管理室が、それぞれ事後的な不良債権処理

に対応（介入）することになった。 

この経験から、政府は事前的な与信管理体制を模索するようになった。1974 年に金融機

関間で締結された「系列企業群に対する与信管理協定」（事実上の大口融資規制）は、バラ

ンスシ－ト規制の一種で銀行経営の健全性を高める目的があったとの解釈もできる。しか

し、その主目的は、「財閥」への与信に制限を加えるという金融を通じた政策手段で、肥大

化が懸念され始めた「財閥」の拡大行動を抑制させるという産業組織政策の実現にあった

とむしろ考えられる。 

さらに、1976 年に「主去来銀行に対する与信管理協定」が金融機関間で締結されると、

政府によって指定された主去来銀行が責任をもって「財閥」グループ企業を監視するとい

う仕組み（主去来銀行制度）になった。これによって、主去来銀行は、貸出審査や破綻処

理における自律性、即ち、金融機関の果たすべき基本機能を発揮できないまま、貸出債権

の管理や借り手企業の監視を迫られ、政府の政策手段として産業組織政策等の他の政策実

現にまで利用されることになった。 

 

(3) 市場の維持 

韓国政府は 1968 年 11 月に「資本市場育成に関する法律」を制定し、企業公開を促進す

るための税制上の優遇措置を採っていた。しかし、「財閥」は経営権分散を忌避したため、

グループ企業の株式公開はさほど進展しなかった。このため、銀行を代替および補完する

資金調達手段が確立されないといった直接的影響のほか、専門経営者が育成されない、労

使協調が成立しにくいといった間接的影響も懸念されるようになった。 

さらに、重化学工業化の進展に伴って、「財閥」への経済力集中が顕著になることも予想

されたため、政府は株式公開によってこれを回避しようとした。そこで、株式公開誘導に

対する政府方針も、企業の自主性を尊重するものから半強制的なものへと転換され、1972

年末には政府に企業公開の命令権が与えられる「企業公開促進法」が公布（翌年 1 月施行）

された。こうした企業公開・株式分散政策を補完するものとして 1974 年には、非公開大法

人に対する与信管理を強化する「5・29 措置」、1975 年には、企業の社会的責任を強調し、

期限を設定して企業公開を促進する「8・8 措置」と呼ばれる政策が実施された。 

この結果、1974 年には 24 社に過ぎなかった企業公開数は、1975 年には 63 社、1976 年
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には 85 社、1977 年には 49 社となった（姜敞熙 [1985]）。しかし、この政府による強制と

優遇措置に乗じた公開ブームは、1978 年の株主暴落の一因ともなり、再び株式公開は低調

となった。 

 

3.2.3 評価 

 

 不況に喘ぐ中小企業を私債の高利から解放する目的とはいえ、当時の M1 残高の 90%に

該当する私債を 3 年間凍結させた「8･3 措置」は、私有財産制を基礎とする市場経済体制を

揺るがしうる政策であり、政府の「市場の維持」の役割からは全く評価できない。また「8･

3 措置」に加えて、この時期に政府が事後的な不良債権処理に直接関与したのは、後の時代

の企業経営者に「大馬不死（too big to fail）」という誤ったシグナルを与えることになった。 

 大口融資規制となる「5・29 措置」および主去来銀行制度の導入は、金融への政府関与が

直接的なものから間接的なものに転換された点では評価できる。銀行を通じた政府の「財

閥」統制は、企業公開を忌避し資本市場からの資金調達を自ら閉ざした「財閥」に対して、

効果が期待できたが、政府も市中銀行の国有を維持したために、銀行審査の自律性を阻害

して統制の実効性を低下させてしまったことは否めない。 

 1970 年代の韓国は経済成長に伴って経済問題が複雑化していたが、このような状況で政

府は特別措置と呼ばれる政令で迅速に対応することで、経済成長の持続を図った。しかし

ながら、こうした政府の対応は、組織による資源配分に過度に依存した経済システムが硬

直化したことを意味し、また権威主義的政府による急激な政策転換のリスクが顕著となっ

た時代であったと評価することができよう。 

 他方資本市場に関しては、「財閥」が依然として企業公開に消極的だったが、銀行融資を

通じた政府との関係にも配慮して、優遇措置に見合う分には呼応するようになったことか

ら、徐々に資本市場も拡充されるようになった。しかし、政府の強制と優遇措置に乗じた

公開ブームがその後の株式暴落の一因になるなど、「市場の維持」の役割からは評価できな

い側面もあった。 

 

3.3 1980 年代～1990 年代前半：第 2 次石油ショック・経常収支黒字化と金融自律化 

 

3.3.1 改革の背景 
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 1970 年代の韓国は、北朝鮮の軍備増強や在韓米軍の縮小計画といった朝鮮半島情勢の変

化に対応して、軍事（防衛）産業の基盤となる重化学工業化を推進した。1973 年に「重化

学工業化宣言」が出されると、政策金融は重化学工業に優先的に配分されることになる。

こうした政策は「財閥」の過剰投資を助長し、1970 年代後半には早くも不良債権が発生し

ていたが、第 2 次石油ショックによる影響で 1980 年にマイナス成長に転落したことで、韓

国経済は債務危機に直面する。 

 折しも、社会経済の行き詰まりから 1979 年 10 月に朴正熙大統領が暗殺されるが、同年

12 月には全斗煥将軍（当時）が粛軍クーデターによって、実権を掌握する。全斗煥政権は

その発足当初から、世界銀行のコンディショナリーに沿った債務危機の処理に多くの時間

を割かれ、金融自由化への改革に着手せざるを得なかった。ところが、ソウル・オリンピ

ック21による内需拡大と、プラザ合意による円高（に伴う相対的ウォン安）による輸出増大

を契機に経済環境は一変し、1986～88 年の 3 年間に渡って、経常収支は大幅な黒字を計上

したことで、金融自由化への意識は雲散霧消してしまう。 

1990 年代に入ると、民主化による賃金高騰・経常収支黒字によるウォン高を背景とした

韓国の輸出競争力低下が懸念され始めた。韓国政府は、この経済困難局面からの脱却を従

来からの関係を有する「財閥」を軸に図ることとした。結果的に、1990 年代の金融自由化

は「財閥」の意向が反映する形で進められることになる。 

 

3.3.2 改革の概要 

 

(1) 市場の整備 

政府は、1980 年 12 月「一般銀行経営の自律化方案」を発表し、銀行の内部経営に対す

る種々の規制を廃止して、政府が保有する株式の売却による銀行民営化に着手する22。これ

                                                  
21 経済開発の軸とすべき育成（ターゲット）産業の探索が困難だった 1980 年代にあって、ソウ

ル・オリンピック（1981 年 9 月招致決定）は、政府が実行できた数少ない国家的投資プロジェ

クトのうちのひとつであった。オリンピックの開催招致は、関連施設（インフラ）の整備すなわ

ち公共投資によって、債務危機で縮小した内需を拡大させたと同時に、海外に対しても韓国の知

名度を上昇させることで輸出の増加に寄与した。 
22 韓国商業銀行は 1970 年代に試験的に（だが形式的に）民営化されていたが、1980 年末の段

階で市中銀行の政府持分は、朝興銀行（27.2％）、第一銀行（28.7％）、韓一銀行（23.4％）、ソ

ウル信託銀行（31.2％）となっていた（呉正根 [1999]）。 
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によって、1981 年 5 月に韓一銀行、1982 年 8 月にソウル信託銀行、1982 年 9 月に第一銀

行、1983 年 3 月に朝興銀行が、それぞれ民営化された。この銀行民営化に当たっては、「財

閥」による支配（機関銀行化）を防止することに注意を払い、1982 年 12 月の銀行法改正

によって市中銀行に対する同一人（親族含む）の所有限度は 8％に定められた23。 

この結果、「財閥」の機関銀行化を回避しながら、所有構造面での銀行民営化は達成され

た。ところが、経営支配構造面での自律化は達成されなかった。確かに、政府は銀行株式

をもはや所有せず、銀行法も改正され、銀行監督院長の包括的指示命令権と銀行役員承認

権は削除された。しかし実際には、1980 年代は、財務部長官が大統領の内諾を得て銀行長

（頭取）を任命する慣行が法的根拠もなく継続された（鄭雲燦 [1991]）。1993 年には、こ

の慣行を打破するために「銀行長候補推薦委員会」制度が導入されたけれども、制度上（財

務部の天下りである）前任銀行長の意向が反映されやすく、政府の統制力は維持された（深

川 [2000]）。 

1960～70 年代には、銀行への参入は地方銀行が数行設立されたのみで、全国に支店を有

する市中銀行における変化も、1976 年にソウル銀行と韓国信託銀行が合併し、ソウル信託

銀行が設立されたことにとどまっていた。これに対して 1980 年代以降は、金融機関の新設

および業種転換が増加した。まず銀行業では、市中銀行として新韓銀行（1982 年）、韓美銀

行（1983 年）が新規設立され、地方銀行として同和銀行、東南銀行、大東銀行（以上 1989

年）、平和銀行（1992 年）が設立されたほか、ハナ銀行、ポラム銀行（以上 1991 年）が投

資金融会社から転換して銀行業に参入した。また、特殊銀行であった韓国外換銀行、国民

銀行が、根拠法の廃止に伴い市中銀行に転換された。 

他方、非銀行金融機関については、1970 年代から投資金融会社が 10 社、綜合金融会社24

が 6 社設立されていたのに加え、1980 年代以降、投資金融会社 12 社、相互信用金庫 58 社

が新設された25。また、生命保険会社も 1985 年段階で 6 社であったものが、1995 年段階

では 33 社に急増した。さらに、クレジットカード会社、ベンチャーキャピタルが新規に設

                                                  
23 1982 年 12 月以前は、民間株主の行使できる議決権限が総発行株式の 10％に制限されていた

（金秉柱 [1995]）。 
24 民間ベースでの外資導入の円滑化を目的に、1976 年に 初の綜合金融会社が設立された。以

後、綜合金融会社は外貨借入・貸出および支払保証を中心に、設備・運転資金融資、手形業務、

有価証券業務、リース、投信、（金銭以外の）信託、外国為替と業務内容を拡大するなど、専業

主義の韓国金融業においては例外的な存在であった。 
25 この時期の投資金融会社および相互信用金庫の新設には、1982 年に私債市場において大型の

手形詐欺事件が発生したことを受けて、政府が私債市場の制度金融への編入を再度試みたことが

背景にある。 
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立されたほか、リース会社、証券会社、証券投資信託会社、投資諮問会社も多数設立され

た。よって、この時期の金融業は、（統制色の強い）銀行業への新規参入が低調であった一

方、第 2 金融圏が拡大したといえる。 

 

(2) 市場の補完 

政府は、1982 年に政策金融における金利優遇措置を廃止し、1984 年に与信金利に借り手

の信用度に応じて幅を設けるなど、徐々に金利規制緩和を始めた。1986 年には、銀行の CD

発行金利、保証付き社債の発行金利、開発機関（韓国産業銀行等）の金融債発行金利が自

由化されている。しかし、その実施過程は、負債依存度が高い韓国企業の財務構造の特徴

を考慮し、金利上昇の実物経済への影響を 小限に抑えるように慎重に進められた。 

例えば、政府は 1988 年 12 月に金利自由化措置を発表したものの、1989 年以後（資産）

インフレによる金利上昇懸念が起こるやいなや、窓口指導による金利規制が再開され、金

利自由化は実施に移されることはなかった。政府は 1991 年に改めて、４段階金利自由化推

進計画を発表するが、金利自由化が本格化するのは金泳三政権が成立する 1993 年以後とな

った。 

また、業務分野の拡大については、1980 年代のユニバーサル・バンキングの潮流から、

各業種に類似金融商品を認可するかたちを中心に進められたが、第 2 金融圏が先行して認

可されることが多かった。1980 年代後半に経常収支黒字によって過剰流動性が発生すると、

これを吸収するために政府は通貨安定証券を発行し、投資金融会社と証券会社を対象とし

て公開市場操作を実施するようになった（伊東 [1993]）。この通貨安定証券を投資対象の一

部に組み入れた証券会社の「通貨債券投資信託（BMF）」、投資金融会社の「手形管理口座

（CMA）」は、規制金利の銀行預金よりも配当利回りが高かったため、第 2 金融圏は受信シ

ェアを拡大することになる。 

このような第 2 金融圏中心の規制緩和は、未組織金融市場の制度化と統制手段（窓口）

としての銀行重視を両立するためであったが、金融における銀行の相対的重要性の低下と

政府による金融統制の実効性の低下を招来する逆効果をもたらしたとみられるまた、遅れ

ながらも実施された規制緩和によって、銀行資産にも多様化が始まるなどした結果、政府

の銀行監督能力にも低下が見え始めた。 

第 2 金融圏に属する金融機関については、銀行と異なり、株式所有に対する規制が存在

しなかったために、「財閥」系列の金融機関が誕生することとなった。とくに投信会社や保
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険会社の多くは、非上場であったために相対的に緩い規制しか受けておらず、これらが「財

閥」の機関金融機関としての役割を果たすようになると、銀行を中心としていた政府の金

融統制は、その意図に反しさらに実効力を失っていった。 

 

(3) 市場の維持 

1988 年のソウル・オリンピックの前後には、自動車・電機製品の輸出が伸び、企業収益

も大幅に改善した。この前後に、規制措置によって乗っ取りの恐れがなくなった「財閥」

は、当時の株式投資ブームに乗って、エクイティ･ファイナンス等を中心とした資本市場か

らの設備投資資金の調達を本格化することになる。これには資本市場機能拡充の政府方針

によって、時価発行増資が認められるようになったことも影響している。また、金利規制

緩和を受けて、銀行借入よりも条件が有利なＣＰや社債の発行が、投資信託を主な受け皿

として活発化した。 

経常収支が黒字を計上すると、国内の余剰資金は海外市場に流出し、「財閥」の海外直接

投資を支援した。この実体経済の変化を背景に、韓国の資本自由化・為替自由化等の金融

の国際化26は避けられないものとなった。しかし、この国際化過程でも韓国政府は、国内市

場の統制を重視し、海外金融機関の国内進出よりも国内金融機関の海外進出を優先した。

その結果、国際的にも信用力を高めた上位「財閥」は直接海外市場で、また中下位「財閥」

もグループの綜合金融会社を通じて、外資調達するようになった。そのために結果として、

政府の当初の意図とは反対に、政府の監督が及びがたい資金調達ルートを「財閥」に許す

ことになった。 

 また、「市場の維持」にあたる政府の役割に直接該当する改革としては、1993 年 8 月の

金泳三大統領による「金融実名去来および秘密保障に関する緊急財政経済命令」の発表に

よって、いわゆる金融実名制が導入されたことが挙げられる。これによって、金融取引の

透明性が高まるとともに、金融取引に関する秘密保障（犯罪捜査および公益目的以外に名

義人の署名による要求・同意がない限り、金融取引内容は他人に公開されない）が強化さ

れた。さらに、金融取引における実名取引の義務化によって、（住民登録番号が存在する韓

国では）金融所得の総合課税が実施されるようになった。 

 

3.3.3 評価 
                                                  
26 当時の韓国における国際金融取引の自由化についての詳細は、伊東 [1995]を参照されたい。 
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1980 年代後半において、政府は金融制度改革を表面的なものに終始させながら、「財閥」

の金融支配（機関銀行化）への対応を金融分野における政府の新たな役割と位置付け、金

融統制の継続を図ろうとしていた。すなわち、規制緩和（のみ）を行ないつつも、金融機

関の自律性欠落は継続させることで、金融自由化の流れの中で「官治金融」を維持しよう

とした。こうした韓国政府の「市場の整備」および「市場の補完」の役割における態度は、

結果的にこれまで機能してきた「官治金融」の変質（劣化）をもたらしたと評価できる。 

そして、当初は「財閥」抑制政策を基調として資本市場拡充を推進してきた政府も、1990

年代に入ると政府と関係を有する「財閥」を軸に国際競争力の強化を図り始める。そして、

政府の施策は次第に「財閥」寄りに傾き、「市場の維持」の役割と相反する内容となる。「財

閥」の意向を反映した、第 2 金融圏中心の規制緩和や国内金融機関の海外進出を優先した

国際化は、政府による金融統制の実効性をさらに弱める結果をもたらし、ついには経済（金

融・通貨）危機を引き起こす要因にもなったといえる。 

 

3.4 1990 年代後半～2000 年代前半：経済危機と構造改革 

 

3.4.1 改革の背景 

 

韓国では、1990 年代中盤に円高が急激に進行したことを受けて、ウォンが相対的に安く

なったことから、設備投資が増加しまた経常収支赤字も拡大した。国際化の潮流の中で、

これらの資金の多くは、国内金融機関を通じて海外から短期借入でファイナンスされてい

た。1997 年年初に中堅「財閥」が破綻すると、国内金融機関の多額の不良債権（金融危機）

が問題となるが、これによって格付けの低下とともに外国金融機関からの資金回収が急増

したため、事態は通貨危機へと進展する。 

経済（金融・通貨）危機に見舞われた韓国政府は、1997 年末に IMF、世銀、アジア開銀

などに支援を要請、その見返りとして緊縮財政、金融部門の健全化、金融市場の開放を柱

とする融資条件を受け入れた。金融支援の返済原資を確保するため、政府は経常収支（お

よび資本収支）の黒字化に取り組むと同時に、外貨準備の枯渇が通貨危機の引き金となっ

たとの反省から、外貨準備の積み上げに努めてきた。 

外貨準備増加に伴うベース・マネーの増加が、1998 年下期以降緩和基調にあった金融政
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策を後押しするという形で、国際収支の改善は国内経済政策運営の追い風ともなった。そ

の結果、1998 年に-6.7％に落ち込んでいた実質 GDP 成長率（1995 年基準、以下同様）は、

1999 年には 10.9％、2000 年も 9.3％と、「V 字型」回復を達成した。この「V 字型」回復

は、不良債権処理を円滑に進めたとともに、新たな金融市場の整備・拡充に寄与した。 

 

3.4.2 改革の概要 

 

(1) 市場の整備 

構造改革の初期段階で、危機発生の主要因は「財閥」のコーポレート・ガバナンス構造

と、銀行を中心とした金融機関の融資審査・監督体制にあるとの認識に至った政府は、構

造改革の核を企業部門では「財閥」中心のシステムからの脱皮、金融部門では「銀行中心

の金融システム」から「市場中心の金融システム」への転換とした。そこで、当時アメリ

カ NASDAQ 市場の高騰を目の当たりにした韓国政府は、IT ベンチャーを新たな成長モデ

ルと認識し、上記の企業・金融構造改革の具体的方策として、ベンチャー企業とこれを金

融面から支えるベンチャーキャピタルの振興に、積極的に取り組むようになった。 

ベンチャーを取り巻く制度・環境としては、1996 年 7 月開設の KOSDAQ 市場、1997

年 10 月施行の「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」が金融危機以前からすでに存在

していたが、ベンチャー振興が軌道に乗ったのは、構造調整が一服し「V 字型」回復が実現

した 1999 年以降だった。振興政策の奏功で、KOSDAQ 市場の登録企業数は 1998 年末に

331 社だったものが、2003 年末では 879 社にまで増加している。その一方で、時価総額は

1998 年末の 8 兆ウォンから 1999 年末に 99 兆ウォンに大場増加したものの、NASDAQ と

同様にネットバブル崩壊の影響を受けて、2003 年末では 37 兆ウォンにまで減少している。 

他方、不良債権処理と関連して、1998 年 9 月に「資産流動化に関する法律（ABS 法）」

および同年 11 月に「資産流動化業務処理に関する規定（ABS 規程）」が制定され、資産流

動化証券（以下、ABS； Asset-Back-Securities）市場が整備された。政府は ABS 市場の

拡充を制度面から支援するため、特殊目的機構（SPV；Special Purpose Vehicle）設立時の

不動産所有権および抵当権の移転に際しての登録税および取得税を免除し、ABS 規程を数

次に渡って改訂し市場参加資格を緩和した。 

 上記の政策支援を受け、ABS 発行残高は 1999 年には 6.5 兆ウォンにとどまったものの、

景気が「V 字型」回復し、また金融機関が BIS 基準達成のために ABS を積極的に活用する
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ようになった 2000 年には、前年比 7 倍の 49.4 兆ウォンに達した。また、クレジットカー

ドおよびカードローンの取扱高が急増した 2001 年には、カード会社の債権流動化を中心に

発行残高は 50.9 兆ウォンに達し、ABS 発行は公募社債による資金調達の過半数を占めるに

至った。 

 

(2) 市場の補完 

韓国の金融システムは、既述のように民間金融機関の自律性欠如という構造問題を抱え

てきた。金融構造改革の内容は、IMF のコンディショナリティーによって、①不良債権の

処理および破綻金融機関の整理とその方法の確立、②BIS 自己資本比率基準の達成と監督

体制の強化を２本柱としている。 

不良債権処理には、まず 1997 年 11 月から 1998 年末までに GDP の約 1 割に相当する

55.6 兆ウォンの公的資金が投入された。その後も不良債権基準の厳格化を進めたことや、

大手「財閥」の大宇グループの破綻に関連して、1999 年からの 3 年間にそれぞれ 35.5 兆ウ

ォン、37.1 兆ウォン、27.1 兆ウォンが投入されたが、迅速な対応によって不良債権問題は

収束に向かっており 2002 年以降の投入は減少している。（表 2 参照）2004 年末までの累計

で公的資金の投入は 165.0 兆ウォンとなっている一方で、回収は 70.2 兆ウォンに至ってい

る。（表 3 参照） 

また、破綻金融機関の整理に関しては、1998 年 1 月に、1997 年中に破綻したソウル銀

行と第一銀行を減増資によって国有化し、将来的な外資への売却を決定した27。さらに 1998

年 4 月末までに、1997 年末の段階で BIS 比率が 8％を下回る銀行 12 行に対して経営正常

化計画を提出させ、そのうち 2000 年 6 月段階で 8％を達成する見込みのない銀行 5 行を、

それぞれ BIS 比率が 8％を上回る優良銀行に P&A（資金・負債の継承）方式で引き継がせ、

処理した。（表 4 参照） 

2000 年に入ると、優良銀行を核に金融機関の合併および統合によって、金融再編が進め

られるようになった。直近では、国民銀行（旧国民銀行と長期信用銀行、住宅銀行が合併）、

ウリィ金融持株会社（韓一銀行と商業銀行が合併したハンビット銀行と平和銀行の統合に

よるウリィ銀行、慶南銀行、光州銀行が傘下）、新韓金融持株会社（新韓銀行、済州銀行、

および忠北銀行と江原銀行を合併した朝興銀行が傘下）といったメガバンクおよび金融コ

                                                  
27 第一銀行は 1999 年に New Bridge Capital に売却されたが、ソウル銀行は HSBC との交渉

が破談し、 終的に 2002 年にハナ銀行に売却された。 



 

 - 26 - 

ングロマリットが登場している。さらに上述の第一銀行のほかにも、コメルツ銀行による

外換銀行への出資やシティバンクの韓美銀行買収など、外資の国内参入も一定の成果が見

られる。（図 2 参照） 

他方監督業務に関しては、これまで財務部の下に監督機関が銀行監督院、證券監督院、

保険監督院と業界別に存在していたものが、意思決定機関としての金融監督委員会の下に

執行機関としての金融監督院というかたちで一元化され、効率的に実施されるようになっ

た。そして、金融規制の重点も、競争制限的規制を中心とした事前的規制から、健全性規

制（事前的規制）とセーフティネット（事後的規制）の組み合わせに移動しつつある。同

時に適期是正措置の導入28や銀行監督（検査・考査）についてもルール（CAMELS 方式）

が定められ、金融行政においての政府裁量は大きく制限されるようになった。 

さらに、韓国政府は 2003 年現在で 40 個にものぼる金融関連法（銀行法、證券去来法等）

を、設立（参入・業務領域）、資産運用（健全性）、取引（業務行為）、倒産・構造改善（退

出・組織変更）の 4 つの機能別に統合する金融統合法（仮称）制定への作業を進めている

（徐煕錫 [2004]）。これによって、金融環境の変化に弾力的に対応できる規制体系の整備が

期待できる。 

 

(3) 市場の維持 

経済危機によって倒産企業が急増したこと、また IMF の支援条件に倒産法制の整備29が

挙げられたことから、韓国政府は「手続きの迅速化」「経営責任の厳正な究明」を柱として、

1998 年 2 月に法改正を実施した。本改正では、社会的価値や更生可能性といった従来から

の企業更生の基準に、「経済的効率性基準（倒産企業の存続価値が清算価値を上回るときの

み再建する）」を加えた。 

さらに 1999 年の改正では「経済的効率性基準」を進展させて、「（清算価値が存続価値を

上回る場合に、企業の選択に関わらず破産させる）強制清算システム」を導入した。しか

し、これは逆に企業経営者に倒産申し立てを思いとどまらせる結果となり、申請件数は 2000

年以降減少している。（表 5 参照）現在、韓国では、従来の破産法・和議法・会社整理法を

                                                  
28 現行の適期是正措置（日本の早期是正措置に相当）は、1998 年 4 月に導入されたものである。

銀行に対する早期是正措置に類するものとしては、1992 年 7 月に経営改善指導制度が導入され

ていたが、それは措置発動に政府裁量の余地を大きく残したものであった。 
29 1990 年代に入ると、韓国内でも倒産法制の不備が指摘されていた。とくに問題視されていた

のは、オーナー経営者が経営権維持を目的に、（和議による破綻処理が適当でない）債権債務関

係が複雑な大企業に対して、和議手続きの申請をするケースが多く見られたことであった。 
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抜本的に見直し、これらの一本化を図る統合倒産法（仮称）の整備が進められている。 

また、会計制度・監査制度も改革された。公正去来委員会から指定を受けた企業グルー

プは、通常の親会社・子会社間の連結財務諸表に加え、グループ全体の結合財務諸表の作

成が義務付けられ、グループの内部取引にも透明性が期待できるようになった。さらに、「株

式会社の外部監査に関する法律」によって、資産規模 70 億ウォン（約 7 億円）以上の企業

の財務諸表を金融監督当局が管理また監査するようになった。また、これらの財務諸表を

はじめとした各種提出・申告書類はインターネットを通じて開示されており、全般的に会

計監査に関する透明性は向上している。 

 

3.4.3 評価 

 

経済危機後の環境変化として も大きなもののひとつが、改革に関わる経済主体に、市

場（参加者）が加わったことである。構造改革は市場（の反応）を意識し、「市場の維持」

にあたる政府の役割に該当する改革が多く見られるようになった。これは、韓国の経済発

展段階に鑑みても妥当であると考えられる。ただし、ベンチャー市場や ABS 市場あるいは

クレジットカード（産業）にしても、政策がブームを煽っただけに過ぎず、結果的に健全

な市場育成には逆効果だったという点で、「市場の整備」に関する改革は従来の政策失敗が

繰り返されたといえる。 

「市場の補完」に関しては、構造改革によって、金融行政においての政府裁量が大きく

制限されるようになった点は評価できるが、本質的（かつ永年の）構造問題すなわち「銀

行の自律化」の問題は、依然として残されている。金融危機収拾の過程では、破綻金融機

関が閉鎖されたほか、銀行にも BIS 基準を達成すべく公的資金が資本注入され、多くの銀

行が事実上国有化された。再民営化には「財閥」という産業資本および政府のいずれから

も独立した金融資本が必要となる。構造改革の成否は、銀行の再民営化とその後の自律化

の達成如何にかかっている。 

また「財閥」にとっても、経済危機以後は、市場を意識した企業金融および企業統治を

実施する必要に迫られることになった。大企業では社外取締役が制度化され、会計・監査

制度の改変によって、「財閥」グループ内部取引にも透明性が確保されるようになった。し

かし、「財閥」オーナーの経営支配権維持の姿勢には変化がなく、株式持ち合い構造は経済

危機前後で大きな変化は見られない。近年、韓国政府は「財閥」に対して事業持株会社の
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解禁や、「所有権と支配権の乖離」に基づく規制を実施しているが、こうした政策は「市場

の維持」の観点からも望ましく、また「財閥」の支配株主と少数株主におけるエージェン

シー問題を極小化させる効果が期待される。 

 

4. おわりに 

 

上述のとおり、韓国政府は経済危機後の構造改革において、市場（の反応）を重視また

は意識して、「市場の維持」の役割に改革の重点を移すようになった。これは過去の金融制

度改革と比べて も異なる点であり、韓国の経済発展段階に鑑みても妥当であると考えら

れる。他方、韓国の「官治金融」、即ち、政府主導型・銀行中心の金融システムは、①政府

主導から民間主導へ、②銀行中心から市場中心へ、という一連の制度改革の 終局面を現

在迎えているといえる。ここでは、この２点に対する見通しを構造改革の成果を踏まえた

上で簡単に述べ、本稿の結びとしたい。 

まず、②の銀行中心か市場中心かという問題であるが、これには単純な正解は存在しな

いように思われる。なぜなら、経済発展段階に鑑みて韓国の金融システムは市場中心に移

行することが相応しいと考えられるものの、銀行部門の機能も充実されるべきだからであ

る。すなわち、韓国はこれまで「銀行中心の金融システム」を採用してきたとはいえ、政

府の金融介入により、民間銀行の自律性は著しく侵害されてきた。そのために、民間銀行

の自律性が今後仮に確保されたとしても、その時点で貸出審査能力や企業監視能力が涵養

されているのを期待するのには無理がある。また、中小企業など資金調達額が少額の場合

には、取引費用の面から狭義の金融市場から資金を調達することは困難であり、銀行の役

割が完全に市場に代替されることはないから、銀行部門の充実も緊要の課題である。 

さらに構造改革の成果としては、銀行中心、市場中心のいずれの金融システムを採用す

るにせよ、新規企業が一般から広く資金調達できる制度を定着させることが 重要課題で

あり、金融面の制約から実質的に新規参入が制限される状況は絶対に回避しなければなら

ない。直近の動きとして、金融仲介機関では、金融持株会社制度が導入されたことによっ

て、メガバンク化および金融コングロマリット化が進んでいる。また資産市場においては、

国際的な市場間競争を意識した形で、證券去来所、KOSDAQ（店頭市場）、先物去来所が證

券先物去来所として統合された。こうした動きは概ね歓迎されるべきだが、改革が大企業

（既存企業）向け金融に関連したものに集中している点には注意を喚起する必要である。 
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それゆえ当面は、ベンチャー市場を含めた資本市場からの資金調達がさらに活発に行わ

れるように制度整備を進めつつ、民間銀行の自律性を確保した上で、銀行の貸出審査能力

や企業監視能力を早期に涵養することが望まれる。 

一方、①の政府主導か民間主導かという問題については、もはや更なる議論を待たずに、

民間主導に移行しなければならないといえよう。経済危機後の構造改革において進められ

た不良債権処理は、表向きは銀行債権団主導によるとされているものの、実質的には政府

（金融監督委員会）主導で行われていた。危機収拾の過程で資本注入された公的資金によ

って国有化の状態にあった銀行も、近年になり再民営化が進められているが、今後もマク

ロ経済に甚大な影響を及ぼす懸念のある上位「財閥」に属する企業の処理を中心に、政府

の金融介入は依然として継続すると予想される。あるいは、政府が過度なインセンティブ

の供与によって投資を喚起したものの、その後それらが不良債権となってしまった場合は、

過剰投資および過剰融資の責任の一端が政府にも帰属するため、政府は不良債権処理に介

入せざるを得ない状況に陥ることが懸念される。 

こうした予想にもとづく民間主体（企業および銀行）のモラル・ハザードを回避するた

めには、政府は各市場における資源配分への関与を極力抑え、将来における金融介入の根

拠および誘因を事前に排除する必要がある。韓国の金融制度に関わる経済主体として、政

府が制度整備に専念した裏方に回ると同時に、銀行が自律的な存在として登場したとき、

韓国の構造改革は成功したと評価できるだろう。 

 

以上 
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表 1 金融における政府の役割 

 

役割 解決すべき問題点 問題点解決の具体的内容 

市場の失敗 

資金調達者と金融仲介機関 
公的金融 

市場の補完 
市場の失敗 

資金提供者と金融仲介機関 

預金者・投資家保護 

信用秩序（金融システム）維持 

市場が円滑に機能しない 制度的基盤の整備・保持 

市場の維持 
競争的環境が維持されない

ために、市場が効率的資源配

分を達成しない 

競争政策 

（新古典派的アプローチ） 

自由放任または補助金政策 

（開発主義的アプローチ） 

金融抑圧（金利規制・参入規制） 

政府による金融仲介機関（銀行）保有 

市場の整備 

経済や産業の発展段階が不

十分であるために、市場・仲

介機関が存在していない 

（市場拡張的アプローチ） 

金融抑制（金利規制・参入規制） 

（出所）池尾 [1998]、奥野 [1999a]を参考に筆者作成 
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表 2 公的資金の投入状況 

 

(a) 年別 

（単位：兆ウォン） 

年 債券発行 回収資金再投入 公共資金 その他資金 合計 

1998 38.8 - 15.7 1.1 55.6 

1999 25.2 5.7 4.6 - 35.5 

2000 8.9 20.0 0.8 7.4 37.1 

2001 29.2 5.1 -0.2 -7.0 27.1 

2002 - 1.9 - 1.8 3.7 

2003 - 1.6 -0.5 1.0 2.1 

2004 - 4.0 -0.1 - 3.9 

累計 102.1 38.3 20.3 4.3 165.0 

注）1998 年には、1997 年 11,12 月分も含む。 

（出所）韓国財政経済部 公的資金管理委員会 

 

(b) 機関別 

（単位：兆ウォン） 

 出資 出捐 預金代支給 資産買入等 不良債権買入 合計 

預金保険公社 49.5 17.7 30.3 9.5 - 107.0 

資産管理公社 - - - - 39.0 39.0 

政府 11.8 - - 6.3 - 18.1 

韓国銀行 0.9 - - - - 0.9 

合計 62.2 - 30.3 15.9 39.0 165.0 

注）1997 年 11 月から 2004 年 12 月までの累計。 

（出所）韓国財政経済部 公的資金管理委員会 
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表 3 公的資金の回収状況 

 

（単位：兆ウォン） 

預金保険公社 
年 

出資金回収 破産配当等 資産売却等 小計 

資産管理

公社 
政府 合計 

1998 - - - - 2.4 - 2.4 

1999 1.4 2.9 - 4.3 9.7 0.04 14.0 

2000 1.0 2.9 2.2 6.1 8.9 0.005 15.0 

2001 1.4 1.4 1.3 4.1 5.3 - 9.4 

2002 1.2 0.9 0.5 2.6 3.8 6.6 13.0 

2003 1.2 4.0 0.4 5.6 2.4 1.1 9.1 

2004 2.1 2.7 0.9 5.7 1.4 0.2 7.3 

累計 8.3 14.8 5.4 28.4 33.9 8.0 70.2 

注）1998 年には、1997 年 11,12 月分も含む。 

（出所）韓国財政経済部 公的資金管理委員会 
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表 4 金融機関数の推移 

 

（単位：社） 

1998 年～2003 年 
 1997 年末

退出（－） 合併（－） 新設（＋） 
2003 年末

銀行 33 5 9 - 19 

綜合金融会社 30 22 7 1 2 

証券会社 36 7 3 19 45 

投資信託（運用）会社 31 6 1 8 32 

生命保険会社 31 8 5 2 20 

損害保険会社 14 1 1 4 16 

相互貯蓄銀行 231 102 28 13 114 

信用協同組合 1,666 482 107 9 1,086 

合計 2,072 633 161 56 1,334 

注 1）外国金融機関の韓国国内支店は除外する。 

  2）生命保険会社には、郵逓局（郵便局）保険は含まない。 

  3）相互信用金庫は、2002 年 3 月に相互貯蓄銀行に名称変更された。 

  4）退出とは、認可取消（申請）、破産、解散を指す。 

  4）合併数とは、合併によって消滅した金融機関数である。 

（出所）韓国金融監督院 
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表 5 倒産件数と法的処理申請件数 

 

（単位：件） 

年 倒産（不渡り） 破産 和議 
会社整理 

（会社更生） 

1983 - - 2 65 

1984 - - 2 52 

1985 - 11 0 40 

1986 - 26 0 26 

1987 - 20 0 30 

1988 - 21 2 26 

1989 - 37 0 27 

1990 4,107 27 0 15 

1991 6,159 16 0 64 

1992 16,769 14 0 89 

1993 9,502 26 0 41 

1994 11,255 18 0 42 

1995 13,992 12 13 79 

1996 11,589 18 9 52 

1997 17,168 38 322 132 

1998 22,828 467 728 148 

1999 6,718 733 140 37 

2000 6,693 461 78 32 

2001 5,277 842 51 31 

2002 4,244 1,943 29 28 

2003 5,308 4,159 48 38 

注）破産と和議には個人分も含む。 

（出所）韓国財政経済部 公的資金管理委員会 
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図１ 1960～1990 年代の韓国の金融組織 

 

 
通貨金融機関 

非通貨金融機関 

中央銀行 

預金銀行 一般銀行 
地方銀行 

韓国銀行 

市中銀行 

外国銀行支店 

特殊銀行 韓国外換銀行 
中小企業銀行 
国民銀行 

韓国住宅銀行 
農業協同組合 
水産業協同組合 
畜産業協同組合 

開発機関 韓国産業銀行 
韓国輸出入銀行 
韓国長期信用銀行 

投資機関 総合金融会社 

逓信預金 

生命保険会社 

投資信託会社 
韓国証券金融 

貯蓄機関 相互信用金庫 

セマウル金庫 
銀行信託勘定 

保険機関 
農協共済 
逓信保険 

相互金融 
信用共同組合 

他 

他 

他 

（出所）韓国銀行『調査統計年報』を参考に筆者作成 
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図 2 2000 年代の韓国の金融組織 

 

 
預金取扱機関 

その他 
金融機関 

中央銀行 

その他 
預金取扱銀行 

一般銀行 
地方銀行 

韓国銀行 

市中銀行 

外国銀行支店 

特殊銀行 中小企業銀行 
農業協同組合 
水産業協同組合 
韓国産業銀行 

韓国輸出入銀行 

総合金融会社 

郵逓局預金 

生命保険会社 

投資信託会社 

韓国証券金融 

相互貯蓄銀行 

セマウル金庫 

銀行信託勘定 

相互金融 

信用共同組合 

その他 

郵逓局保険 

（出所）韓国銀行『調査統計年報』を参考に筆者作成 

 


