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EEUU 韓韓国国 FFTTAA のの履履行行状状況況、、  

おおよよびび第第三三者者イインンボボイイススででのの FFTTAA 活活用用時時のの留留意意点点  

欧州ロシア CIS 課 

 

EU 韓国 FTA は、関税の引下げだけでなく、非関税障壁ルールの設定やサービスの自由

化など、国内法制の改正を必要とするさまざまな規定が設けられている。こうしたルール

が適切に履行されているかを監視するために、同 FTA では閣僚級の通商委員会を筆頭に、

さまざまな委員会を設けている。2011 年 7 月の暫定発効以来、第 1 回通商委員会が開催さ

れ、いくつかの問題点が討議された。12 月に開催された関税委員会の概要も含め、議論の

内容を報告する。 

次に、在日の商社や外資企業がEUと韓国との取引を仲介する場合、あるいは韓国のEMS

などに委託生産を行う場合、インボイスを日本から発行する場合がある。この「第 3 者イ

ンボイス」の問題について、FTA を活用する上で実務上注意すべき点を紹介する。あわせ

て、韓国での FTA に伴うサービス自由化の現在の履行状況を紹介する。 

また、韓国は EU、米国との FTA で、農産品も含め高度な自由化を達成したことから、

韓国では農水産業の支援措置が拡充されている。本レポートでは、現在実施されている農

水産業支援策の概要も取り上げる。 

報告は、いずれも 2012 年 1 月末時点のものである。 
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1. 第１回通商委員会（2011 年 10 月 12 日開催）の協議内容 

 

(1) 概観 

EU 韓国 FTA では、閣僚級の通商委員会を年 1 回開催することになっている1。EU と韓国は、

2011 年 10 月 11 日事前実務会議を開催し、引き続き 2011 年 10 月 12 日に第 1 回通商委員会をソ

ウルで開催した。EU 韓国 FTA の效果的な履行のための履行体制樹立および運営方案、協定履行

に関連した韓・EU 間の主要関心事項についての協議が行われた。  

通商委員会では、採択事項としては、EU 韓国 FTA 履行体制樹立および運営方針などに関する

通商委員会議事規則、ならびに紛争解決手続きのための仲裁パネル名簿を承認した。 

また、EU、韓国とも、今後発生する可能性のある履行にかかわる問題点や EU・韓国の協力推

進を協議する場として、通商委員会およびその傘下のさまざまな委員会・作業部会が重要となる

ことを再確認し、すべての通商委員会傘下の委員会・作業部会の会議を、原則として 2012 年上

半期中に開催することに合意した。 

このように、分野別に委員会・作業部会を開催し、問題の詳細などについてはそこで協議する

予定であり、また FTA の発効を祝うという雰囲気のもとにあったことから、第 1 回通商委員会で

は明確な結論を出すというより、問題提起を中心に協議が行われた。なお、第 2 回通商委員会は、

2012 年下半期にブリュッセルで開催することに暫定合意した。 

 

(2) 分野別検討内容～自動車に関する非関税障壁規定の履行状況 

① タイヤ 

タイヤは、韓国では知識経済部傘下の技術標準院所管分野とされている。 

自動車用タイヤは、「品質経営および工産品安全管理法」上の自律安全確認対象の工業品として、

同法第 19 条ないし第 21 条2に基づき、自動車用タイヤの安全基準（自律安全確認基準付属書 13. 

                                                   
1 EU 韓国 FTA の履行確保の仕組みについては、ジェトロ海外調査シリーズ『EU 韓国 FTA の概要と解説』（2011）

p.102 以下を参照。 

2 品質経営および工産品安全管理法 

第 19 条（自律安全確認対象工産品の申告など）①自律安全確認対象工産品の製造業者および輸入業者は、知識経

済部令で定めるところにより、自律安全確認対象工産品のモデル別に第 3 項の規定によって指定された試験・検

査機関から安全性に対する試験・検査を受け、当該工産品が第 2 項の規定による安全基準に適合していることを

自ら確認（以下 「自律安全確認」とする）した後、これを知識経済部長官に申告しなければならない。申告の事

項を変更しようとする場合には、変更申告をしなければならない。  

②知識経済部長官は、自律安全確認対象工産品に関する安全基準を定めて告示しなければならない。 

③知識経済部長官は、「国家標準基本法」第 23 条の規定により、認められた試験・検査機関の中で自律安全確認

対象工産品の試験・検査機関を指定して公告しなければならない。 

④自律安全確認対象工産品の製造業者および輸入業者は、第 1 項の規定による申告をした場合には、知識経済部

令の定めるところにより当該製品が第 2 項の規定による安全基準に適した事実を明示する書類を備えなければな

らない。 

⑤知識経済部長官は、自律安全確認対象工産品が次の各号のいずれかに該当する場合には、知識経済部令の定め

るところにより第 1 項の規定による申告を免除したり、試験・検査機関の安全性試験の全部または一部を免除す

ることができる。  

1.  研究・開発または輸出を目的と製造したり輸入する場合 
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自動車用タイヤ）に適合していることを、自律的に確認し（つまり自己証明により）、申告・表示

などをしなければならない。具体的には、韓国基準（または国際基準）への準拠を示す KC マー

クを表示することが求められている。 

EU はこの点について、タイヤに韓国の KC マークの代わりに、欧州の型式認証マークである E

マーク3を表示することもできるよう認めることを要求した。加えて、欧州の認証機関で発行した

認証書を認めてくれるように要請した。 

 

これに対して韓国は、EU の 意見に同意しなかった。EU が提起した問題は、相互承認協定

（MRA; Mutual Recognition Arrangement）を通じて解決すべきと考えたためである。今後は、

自動車・部品作業部会で引き続き議論を継続することになる。 

 

② ディーゼルエンジン 

ディーゼルエンジンは、韓国では環境部の所管分野とされている。 

韓国の大気環境保全法によれば、同法で定めた施設基準に対して環境部長官から施設承認を受

けた場合には、自動車メーカーが独自的に排出ガス試験を行って試験成績書を提出すれば、環境

部が排出ガス認証書を交付している。施設承認を受けることができなかった自動車メーカーの場

合には、環境部が指定した国内試験機関の試験成績書を提出するようにしている。 

EU はこの点について、施設承認手続きを免除することと、欧州の公認試験または認証機関

（TUV、VCA など）による試験成績書を認めるよう要請した。 

 

韓国はこれに対し、EU 側の要請を認めなかった。韓国と欧州では検査のための基本方法と手

続きは類似していても、検査項目など詳細な内訳は違う可能性があり、認め難いとの理由による。 

                                                                                                                                                               
2. 「産業標準化法」第 15 条による認証を受けた場合 

3. 「産業安全保健法」第 34 条第 2 項または第 4 項による安全認証を受けた場合 

4. 「産業安全保健法」第 35 条 1 項による自律安全確認の申告をした場合 

5. そのほかに、申告をする必要がないと知識経済部長官が定めて告示する場合 

第 20 条（自律安全確認の表示など） ①自律安全確認対象工産品の製造業者および輸入業者は、第 19 条第 1 項に

より知識経済部長官に申告した自律安全確認対象工産品に、知識経済部令で定めるところによって自律安全確認

の表示（以下「自律安全確認表示」とする）をしなければならない。ただし、第 19 条第 7 項により申告を兔除さ

れた自律安全確認対象工産品の場合には、この限りではない。 

② 第 19 条第 1 項による申告をしない自律安全確認対象工産品には、自律安全確認表示またはこれと類似した表

示をしてはいけない。 

③ 自律安全確認対象工産品の製造業者、輸入業者、販売業者および営業者は、自律安全確認対象工産品の自律安

全確認表示を任意に変更したり取り除いてはいけない。 

第 21 条（販売・使用などの禁止） ①自律安全確認対象工産品業者、輸入業者および販売業者は、自律安全確認

表示がない自律安全確認対象工産品を販売したり、販売を目的に輸入、陳列または保管してはいけない。 

② 自律安全確認対象工産品営業者は、自律安全確認表示がない自律安全確認対象工産品を営業に使用してはいけ

ない。 
3 EU は、乗用車の型式認証に関する理事会指令 70/156/EEC により、形式認証制度を導入している。この指令によ

って形式認証を受けた域内の自動車は、自動車と関連した他の各種の個別指令および規格をすべて満たすものと

みなされる。さらに、指令 70/156/EEC 指針を修正・補完した指令 92/53/EEC は、一つの加盟国で形式認証を受け

た自動車は、他の加盟国の形式認証を受けなくても、EU 加盟国内で流通できるようにした。 
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ただし、環境部は近時、欧州で生産され輸入されるディーゼル自動車と二輪自動車の排出ガス

および騷音基準について、UN（UNECE）の形式認証書の交付を受けた場合には、試験施設およ

び検査人力などに対する事前承認を兔除する方向で、「製作自動車認証および検査方法と手続きな

どに関する規定」第 35 条（検査人力および施設管理など）4の改正を進めている。 

したがって、ディーゼル自動車と二輪自動車の排出ガスおよび騷音認証に対して UN の形式認

証書の交付を受けた場合には、試験施設に対する事前承認を受けていないメーカーが独自に行っ

た試験成績書を認めることになる。しかし、欧州の公認試験または認証機関（TUV、VCA など）

の成績書を受容するかどうかについての明確な立場は、確定されていない。また現在の立場とし

ては、事後監視制度としてメーカーが提出した試験成績書に対する排出ガス確認のための検査は、

続けて実施するとしている。 

 

③ 安全基準 

安全基準は、韓国では国土海洋部の所管分野とされている。 

国土海洋部 （以下「国土部」とする）は、自動車認証に対して「製作者（メーカー）自己認証

制度」を採用している。したがって、自動車メーカーは自動車安全基準に適合していることを自

ら確認したうえで販売している。国土部では毎年年間調査計画を策定し、自動車安全研究院

（KATRI）で毎年 15 車種程度の販売対象の自動車に対して、安全基準の適合性を確認（自己認

証適合調査）している。関連法令に違反して自動車安全基準に適合していない自己認証をした場

合、国土部は製造または販売の中止を命ずることができる5。 

                                                   
4 環境府告示「 製作自動車認証および検査方法と手続きなどに関する規定改訂（案）」第 35 条（検査人力および

施設管理など） に以下の第 8 項を新設 

⑧ 欧州で生産される自動車を輸入する自動車メーカーは、ディーゼル自動車排出ガス、二輪自動車排出ガス、

自動車および二輪自動車騷音施設（以上欧州所在施設に限り）については、UN の形式認証書の交付を受けた場合

には、第 7 項によって施設確認適合確認書の交付を受けたものとみなす。ただし、自動車メーカーが要求する場

合には、第 1 項から第 6 項までの規定によって適合確認書を交付することができる。 

 
5 自動車管理法 

第 30 の 3 （自動車および自動車部品の製作または販売の中止） 

①  国土海洋部長官は、自動車製作者等または部品製作者等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その  

自動車もしくは自動車部品の製作・組立て、輸入および販売の中止を命ずることができる。 

1.  偽りもしくはその外の不正な方法で自動車自己認証 または部品自己認証 をした場合 

2. 第 30 条を違反して自動車安全基準に適合していない自動車自己認証をした場合 

3. 第 30 条の 2 を違反して部品安全基準に適合していない部品自己認証 をした場合 

4. 第 31 条第 2 項による是正命令を履行しない場合 

5. 自動車自己認証の内容と違う製作等をした自動車を販売した場合 

6. 部品自己認証の内容と違う自動車部品を販売した場合 

②  国土海洋部長官は、自動車製作者等または部品製作者等が第 1 項各号のいずれかに該当しているかを確認す

るために、性能試験代行者にこれに対する調査をさせることができる。この場合国土海洋部長官は、調査にかか

る費用を支援しなければならない。 

自動車管理法施行規則 

第 40 条（自己認証適合調査計画の樹立） 

①  国土海洋部長官は、製作者等が販売した自動車に対し法第 30 条の 3 第 1 項各号に該当するかを確認する調査

（以下 「自己認証適合調査」とする）を效率的に実施するために、調査対象の自動車に対する年間計画を樹立し
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欧州の場合、販売した自動車または部品などに対する事後監視制度として COP（Conformity of 

Product、製品の適合性）制度を運営しており、形式承認（最初の認証）当時と販売後実施する

COP に適用する安全基準に若干差を設ける項目がある。例えば、ヘッドランプの反射性能関連基

準は、製品を繰り返して生産することによる金型などの老朽化などを勘案し、最初の認証の時よ

り若干緩和した基準を適用している。 

EU は、国土部の自己認証適合調査で、欧州の COP 基準を適用することを要求した。 

 

これに対して韓国は明確な回答をしなかったが、一般に、現在のところ当該問題について国土

部が上記 EU の意見を容認する可能性は高くないとみられる。 

 

④ その他 

自動車に関しては、現在韓国の排出ガス基準を超過する EU 産車に対して罰金を賦課すべきな

のか（現行法上違反程度が深刻な場合懲役刑まで可能6）が争点になっているが、この問題につい

ては明確な解決策に合意できなかった。 

 

(3) 分野別検討内容～電気・電子機器の非関税障壁規定の履行状況 

EU 韓国 FTA では、電気・電子機器が販売前に満たさなければならない適合性評価手続きと関

連して、韓国は EU で採用されている自己適合宣言（SDoC：Supplier’s Declaration of Conformity）

方式を一部品目について段階的に採用していくことに合意した。 

EU は、電磁波両立性（EMC：Electromagnetic Compatibility）、電気安全（Safety）の両方

で SDoC を導入しており、FTA のもとでも SDoC を適用することとされている。韓国は、EU 韓

国 FTA により、EMC と電気安全をそれぞれについて一定の条件のもとで、協定発効から 3 年以

                                                                                                                                                               
なければならない。 

②  国土海洋部長官が第 1 項の規定によって樹立する年間計画には、次の各事項が含まれなければならない。 

1. 第 44 条第 2 項の規定による欠陷情報収集・分析結果 

2. 既に施行した自己認証適合調査などの結果 

3. 自動車販売台数または販売動向 

③ 国土海洋部長官は、第 1 項の規定によって樹立された年間計画の中で、必要な場合には調査対象および内容な

どを製作者等に通報することができる。 
6 大気環境保全法 

第 46 条（製作のための排出許容基準など） 

①自動車（環境部令で定める建設機械の場合にはエンジンをいう。 以下この条、第 47 条から第 56 条まで、 第

82 条 第 1 項第 6 号、第 89 条第 6 号、第 7 号および第 91 条 4 で同じ）を製作（輸入を含む。以下同じ）しよう

とする者（以下 「自動車製作者」とする）は、その自動車（以下 「製作のため」とする）から出る汚染物質（大

統領令で定める汚染物質のみ該当する。以下「排出ガス」という）が環境部令で定める許容基準（以下「製作車

排出許容基準とする）に適合するように製作しなければならない。 

②環境部長官が第 1 項の環境部令を定める場合、関連した中央行政機 の長と協議しなければならない。 

③製作車から出る排出ガスは、環境部令で定める期間（以下「排出ガス保証期間」とする）の間製作車許容基準

を維持しなければならない。 

第 89 条（罰則） 

次の各号のいずれかに該当する者は、7 年以下の懲役または 1 億ウォン以下の罰金に処する。 

6. 第 46 条に違反して 間製作車許容基準に合わない自動車を製作した者 



    
 

 

ユーロトレンド 2012.5         Copyright （C） 2012 JETRO. All rights reserved. 
8 

内に簡素化した適合性評価手続きを取り入れることが義務付けられた。しかし、韓国は EMC に

ついては従来から導入していたが、安全基準についても、FTA 上義務付けられている予定を大幅

に前倒して SDoC を 33 品目について導入した（2011 年 9 月末の電気用品安全管理法改正、2012

年 1 月 1 日から実施）。この点は EU から肯定的に評価された。 

ただし、テスト方式において認証機関が認証証明書を交付しない場合について、その基準の客

観性、公正性などに問題があるという指摘があった。 

 

(4) 分野別検討内容～食品・農産物手続き履行状況 

① 韓国の SPS 同等性認定制度 

EU は、韓国の衛生植物検疫措置（SPS）同等性認定制度（輸出国が、自国の衛生植物検疫措

置が輸入国の適切な水準の衛生保護水準に達しているということを証明する場合、輸入国はこれ

を同等なものと認定。SPS 協定 4 条）が非常に複雑で、かなり時間がかかるという問題を提起し

た。例えば牛肉の場合、輸入禁止が決まった後、輸入をまた再開するには、8 段階のリスク分析

を再び経る必要があるが、そのプロセスがとても難しくて時間がかかるという点を指摘した。 

また、EU 加盟 27 ヵ国の中でも、韓国の制度の上のような条件に対して個別に検討して輸出を

始めるようになった国々は、既に輸出を行っているとみられるが、個別には条件をまだ完了して

いない EU 加盟各国は、韓国に輸出ができない状態にある。EU は、EU 加盟国間で事情に大きな

違いはないので、まず条件を満たすことができなかった国々についても韓国への輸出を認め、そ

の後韓国が順にそれぞれの国について条件を満たしているかどうかを事後的に確認するようにで

きないか、検討を要請した。 

 

これに対しては、韓国の担当主務部署である農林水産部は、国民の健康と衛生にかかわる事項

であるから譲歩することは難しいという強硬な立場を取り続けている。そのため、通商委員会で

具体的な合意に至ることはできなかった。 

 

2. 関税委員会（2011 年 12 月 14～15 日開催）の協議内容 

通商委員会での合意に従い、2011 年 12 月 14～15 日に分野別の委員会として関税委員会が開

催された。EU 韓国 FTA 第 6.16 条に基づき両側税関当局の代表で構成される関税委員会は、税

関分野の履行状況および税関協力の全般について協議した。議論の内容は以下の通り。なお、第

2 回関税委員会は、2012 年 10 月ブリュッセルで開催することで合意した。 

 

a. 相互連絡先指定 

税関の協力については、EU 韓国 FTA の発効前に EU と韓国は既に EU 韓国税関協力協定を締

結しており、韓国関税庁と欧州委員会の税制・関税同盟総局（TAXUD）との間で税関相互協力会

議を開催してきた。FTA の発効に伴い、既存の税関相互協力会議を 2011 年から関税委員会に統
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合することとし、関税委員会の連絡先である税関問い合わせ先（customs contact point） も指定

された。 

 

b. 原産地検証窓口の再整備 

また、原産地の検証を行う際に生じる可能性のある行政的誤謬を防ぐため、EU 加盟国別原産

地検証連絡窓口を再整備して相互通報することに合意。双方の FTA 特恵のために登録される認定

輸出事業者者認証番号の体系および運営実態をお互いに説明した。 

 

c. 原産地検証 

EU 韓国 FTA では、原産地規則の充足性に疑いがある場合や原産地証明に不備がある場合など

に、輸入国が輸出国に対し、事後的な検証の実施を要求することができるとされている。輸入国

は、一定の場合には検証の参観も行える。この点、「相手国の税関に原産地検証の参観の要請をす

ることができる場合」を「FTA 特恵関税に不法（irregularity）の介入があるという疑いがある場

合」に限ることに、原則的に合意をした。 

 

d. 直送要件 

EU 韓国 FTA では、原則として EU 韓国間で直接輸送される産品についてのみ、特恵待遇は与

えられるという直送要件を規定している（原産地規則議定書 13 条）。一定の場合に第 3 国への寄

港も認められているが、荷降ろし、再積込み、または保存のために必要な措置しか作業すること

は認められない。 

EU は、この直送要件について、包装分離作業も行えるよう緩和すべきと主張した。特に、地

理的表示が適用される品目については、当該産品が原産品であることは、地理的表示の厳格な要

件を満たしていることで既に表れており、原産品でないものが混入するおそれはないとして、地

理的表示適用品目を優先して積替国での包装分離作業を許容することを提案した。 

これに対して、韓国は、包装分離作業による不法な産地偽装の可能性は存在する一方、積替国

に対する検証権限は韓国にないことから、EU の主張は認められないとした。EU は協定の解釈の

問題としてこの論点を提示したが、韓国は協定の解釈の範囲を超えるものとしてこれを拒絶した。 

委員会・作業部会は担当者レベルで行われることになるので、協定の不明な点の明確化や技術

的問題の調整が主題となるが、このように、実務レベルで生じた問題点で現行の協定では対応で

きない新たな問題点への対応も議論される可能性がある。 

なお、この問題については、欧州委員会は、直送要件の例外に一定の要件のもと、包装分離を

含めなかったという点で交渉に誤りがあったことを明確に認識しており、今後の FTA の教訓とす

るものとみられる。なお、日スイス EPA では、第三国での貨物の分割が認められている。ただし、

第三国の保税地域での産品の加工は認められない。 
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e. 原産地表示 

EU は原産地表示（Origin Marking）に関連して、FTA 交渉時にも要求した「Made in EU」

表記を許容することを再び主張した。これに対して、韓国は、国内の消費者保護問題や原産国別

のイメージ、品質の差などを理由として、同意しなかった。 

 

f. 原産地規則 

一部品目の原産地規則の解釈について協議を行った。具体的には、かまぼこの原産地規則適用除

外のための「主成分（primary ingredient）」の解釈7、染付織物（HS 540822 および 540832）

の原産地規則適用除外8、および纎維製品のデミニマス適用について協議した。 

  

                                                   
7 EU 韓国 FTA の原産地議定書の付属書 II（a）では、スケトウダラを「主成分」とするかまぼこの韓国から EU

への輸出について、一定の数量までは原産地規則の適用除外を認め、要件を緩和している（第 4 項）。付属書 II

（a）では、必要な場合は、関税委員会が「主成分」の解釈を行うと規定していた。 
8 EU 韓国 FTA の原産地議定書の付属書 II（a）では、染付織物（HS 540822 および 540832）について、着色前の

織物が工場渡し価格の 50％を超えないということを証明する書面を証拠として提出することを条件に、一定の数

量について原産地規則の適用除外を認めている（第 5 項）。 
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3. 第 3 者インボイス（Third Party Invoice） 

 

(1) 第 3 者インボイスに関連する指針 

いわゆる第 3 者インボイスの問題に関連して、EU 韓国 FTA では明確な規定がないから、例え

ば原産地申告を付記することで原産地証明書として認められる商業書類に何が含まれるかなどは、

基本的に各国の裁量に委ねられる。この点、韓国については、関税庁の内部通達である「EU 韓

国 FTA 執行に関する指針」（以下「指針」） 第 6 ページで、「原産地申告書は、送品状（※イン

ボイス）などの商業書類に記載しなければならない」とし、商業書類を「送品状、包装明細書、

船荷証券、引渡証書（delivery note）など」と例示している。 

上記の指針は、韓国の関連法令として国民に公表されるものではなく、韓国関税庁が関税庁内

の各担当部署と全国の税関に通達する公文書として送付された。 

しかし、実際に輸入申告の時 FTA 関税率の適用を申請し、適用するに際して、上記の指針では

商業書類の一つとして列挙されている船荷証券については、原産地申告を記載していたとしても、

原産地証明書として認めていない。これは、船荷証券は認定輸出事業者自身が作成するのではな

く、海運会社などが作成する書類であるため、原産地証明書は認定輸出事業者が作成した書類で

あるべきとの考えによる。これに対しては輸出業者らから反対もあったが、現在のところ韓国税

関の実行では、船荷証券に原産地申告を記載しても原産地証明書として認めることはできないと

されている。 

指針では、「貿易取引慣行上送品状など商業書類が非当事国で再び発行される場合にも、原産地

申告書は、EU 域内の輸出者が作成した商業書類のみ有効である」とし、「FTA 関税適用申請時、

EU 域内（認証）輸出者が発行した原産地申告書を提出しなければならない」としている。 

したがって、物を EU から直接韓国に輸送するため FTA を利用可能であるが、商流のみ第 3

国を仲介するという場合で、当該第 3 国の事業者がいわゆる第 3 者インボイスを発行する場合に

は、インボイス、船荷証券以外の包装明細書（パッキングリスト）、引渡証書（デリバリーノート）

を原産地証明書として使用しなければならない。インボイスは EU 以外の国の事業者が発行する

ものであって EU の輸出事業者が発行した商業書類ではないから使用できず、船荷証券の利用も

韓国では認められていないからである。日本の商社、日本から韓国も統括する在日欧州企業など

が EU 韓国間の取引を仲介する場合、しばしばインボイスは日本の企業が発行するため、こうし

た第 3 者インボイスを活用している企業は、何をもって原産地証明書とするかについて注意が必

要である。逆に言えば、第 3 者インボイスを発行する企業であっても、物自体は EU から韓国に

直接輸出し、原産地規則も満たしている場合には、EU の認定輸出事業者が包装明細書（パッキ

ングリスト）や引渡証書（デリバリーノート）に原産地申告を付記すれば、原産地証明書と認め

られることになる。 

なお、韓国 EFTA FTA でも、FTA 協定文には、第 3 者インボイスが発行される際原産地証明

書をどのような書類に誰が記載しなければならないのかという点について明示の規定はない。ま
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た、韓国 EFTA FTA の場合は、先に触れたような関税庁の傘下税関に対する執行指針も存在しな

い。しかし、実際に通関するにあたっては、各税関は上に示したのと同じ方式で EFTA 地域の輸

出者が包装明細書（パッキングリスト） などに原産地申告を付記し原産地証明書として提出した

場合には、FTA 関税率の適用申請を受理し、FTA 関税率を適用している。 

以上の通り、第 3 者インボイスについては FTA の本文、あるいは公表された法令では明確な規

定が設けられておらず、税関職員の執行上の慣行として確立しているものであるから、注意が必

要である。 
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4. サービス貿易に関する協定の実施状況 

 

(1) 郵政改革について 

① 韓国の郵便改革状況 

2011 年 11 月 22 日、EU 韓国 FTA や米韓 FTA との関係を考慮した郵便法の改正案が国会を通

過した。郵便法の改正案によると、書信送達に対する国の独占的権限が廃止され、私設の書信送

達業の運営が可能になった。 

具体的には、書信送達業が国によって独占される現行法とは違い、郵便法の改正案によると、

郵便物の重量が 350g を超え、または郵便料金が通常の郵便料金の 10 倍（2011 年 12 月時点で通

常の郵便料金は 270 ウォン）を超える場合は独占規定の例外扱いされ、事前申告を行えば、民間

での書信送達業の運営が可能になった。 

 

従来の郵便法 改正郵便法 

第 2 条（経営主体および事業の独占など） 

 

①郵便事業は、国が経営し、知識経済部長

官がその業務を管掌する。ただし、知識経

済部長官は郵便事業の一部を個人・法人ま

たは団体にして経営させることができ、そ

れに関する事項は別途法律で定める。 

  

②誰でも第 1 項および第 4 項に掲げる場合

を除き、他人のための信書の送達行為を業

として行うことができず、自己の組織また

は系統を利用し、他人の信書を伝達する行

為をしてはならない。ただし、大統領令で

定める場合はその限りでない。 

 

③誰でも第 2 項の規定に違反する者に信書

の送達を委託してはならない。 

 

 

 

 

 

第 2 条（経営主体および事業の独占など） 

 

①郵便事業は、国が経営し、知識経済部長官

がその業務を管掌する。ただし、知識経済部

長官は郵便事業の一部を個人・法人または団

体にして経営させることができ、それに関す

る事項は別途法律で定める。 

 

②誰でも第 1 項および第 5 項に掲げる場合

を除き、 他人のための信書の送達行為を業

として行うことができず、自己の組織または

系統を利用し、他人の信書を伝達する行為を

してはならない。 

 

 

③前項の規定にもかかわらず、 書信（政府

機関や地方自治体が発送する登記として取

り扱われる書信は除く）の重量が 350ｇを超

え、または郵便料金が大統領令で定める通常

の郵便料金の 10 倍を超える場合は他人のた

めに書信を送達する行為を業として行うこ

とができる。 
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④郵便事業または郵便窓口業務の委託に関

する事項は別途法律で定める。ただし、知

識経済部長官は郵便窓口業務以外の郵便業

務の一部を大統領令で定めるところにより

他人に委託することができる。 

 

④誰でも第 2 項の規定に違反する者に書信

の送達を委託してはならない。 

 

 

 

 

⑤郵便事業や郵便窓口業務の委託に関する

事項は別途法律で定める。ただし、知識経済

部長官は郵便窓口業務以外の郵便業務の一

部を大統領令で定めるところにより他人に

委託することができる。 

 

国による書信送達業の独占撤廃が図られ、事業者の国籍を問わず改正事項が同様に適用される

ため、追加の制度整備は予定されていない。 

なお、EU 韓国 FTA では、法的拘束力のない文書として「韓国の郵政改革に関する了解」が付

属している。このなかで韓国は、自らが行う郵政改革計画のなかで、国の独占の対象とならない

サービスの範囲を広げていく予定であることを表明している。米韓 FTA でも付属の交換書簡のな

かで同様のことが言及されている。 

 

② 速配サービス（EDS: Express Delivery Service）の自由化 

韓国は、EU 韓国 FTA の約束に従い、速配サービスの自由化のため 2011 年 6 月 27 日に郵便法

施行令の改正を行った（大統領令 22985 号）。 

2011 年 6 月 27 日改正前の郵便法施行令第 3 条のもとでは、国による独占の対象外とされ、民

間業者による経営が可能である事業は、①海外とやり取りする輸出入に関する書類、②海外とや

り取りする外資または技術導入に関する書類、③海外とやり取りする外国為替または外国為替に

関する書類に限られていた。 

しかし、上記改正によって、「宅配便を利用し、外国とやり取りする書類」はすべて国の独占対

象から外され、国際的書信に対する宅配便業者の業務制限が撤廃された。 

 EU 韓国 FTA で速配サービスについては、既に触れた法的拘束力のない文書である「韓国の郵

政改革に関する了解」で、韓国は自らが実施する郵政改革の文脈で、国際文書速配サービスを国

の独占の対象から外すための改正を行うと表明している。 

従来郵便法施行令第 3 条 改正郵便法施行令第 3 条（2011 年 6 月 27 日） 

第 3 条（信書送達の例外）「郵便法」（以下、

「法」という。）第 2 条第 2 項但書の規定

第 3 条（信書送達の例外）「郵便法」（以下、

「法」という。）第 2 条第 2 項但書の規定に基
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に基づく信書送達の範囲は次の通りであ

る。  

1.貨物に添付する無封の添え状または送

り状 

2.海外とやり取りする輸出入に関する書

類 

3.海外とやり取りする外資または技術導

入に関する書類 

4.海外とやり取りする外国為替または外

国為替に関する書類 

5.国内で会社（「公共機関の運営に関する

運営に関する法律」に基づく公共機関を含

む）の本店と支店間または支店相互間でや

り取りする郵便物として発送後 12 時間以

内に配達が要求される商業用書類 

づく信書送達の範囲は次の通りである。  

１．貨物に添付する無封の添え状または送り

状 

2.海外とやり取りする輸出入に関する書類 

3.海外とやり取りする外資または技術導入に

関する書類 

4.海外とやり取りする外国為替または外国為

替に関する書類 

5.国内で会社（「公共機関の運営に関する運営

に関する法律」に基づく公共機関を含む）の

本店と支店間または支店相互間でやり取りす

る郵便物として発送後 12 時間以内に配達が

要求される商業用書類  

6.宅配便を利用し、海外とやり取りする書類 

 

郵便法施行令は、さらに米韓 FTA の発効と郵便法の改正を考慮した追加改正が 2011 年 12 月

に行われ（大統領令 23340 号）、米韓 FTA の発効（2012 年 3 月 15 日）にあわせて施行されるこ

ととなった。同改正施行令では、書信の定義から「海外とやり取りする国際書類」が外された。

書信の扱いが国により独占されていたが、その対象から外されたことにより、海外とやり取りす

る国際書類の送達は国の独占対象から外されたことになる。 

 

改正郵便法施行令（2012 年 3 月 15 日） 

第 3 条（書信除外の対象） 「郵便法」（以下、「法」という。）第 1 条の 2 第 7 号但し書の

規定に基づく「新聞、定期刊行物、書籍、商品案内書など大統領令で定めるもの」とは次

の各号のいずれかに該当するものをいう。 

1.「新聞などの振興に関する法律」第 2 条第 1 号に基づく新聞 

2.「雑誌など定期刊行物の振興に関する法律」第 2 条第 1 号イ目に基づく定期刊行物 

3.次の各目の要件をすべて満たす書籍 

イ.表紙を除く 48 頁以上の冊子として印刷・製本されたもの 

ロ.発行人や出版社、印刷所の名称のいずれかが表示されたもの 

ハ.頁数が表示されたもの 

4.商品の価格・機能・特性などを文字・写真・絵に印刷した 16 頁以上（表紙を含む）の冊

子としての商品案内書 

5.貨物に添付する無封の添え状または送り状 
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6.海外とやり取りする国際書類 

7.国内で会社（「公共機関の運営に関する運営に関する法律」に基づく公共機関を含む）の

本店と支店間または支店相互間でやり取りする郵便物として発送後 12 時間以内に配達が

要求される商業用書類 

8.「与信専門金融業法」第 2 条第 3 号に基づくクレジットカード 

 

(2) その他サービス分野の開放状況～建築設計、エンジニアリングサービスに関する EU 建築士

に対する韓国建築士の資格取得の許容 

① FTA の約束内容 

EU 韓国 FTA 付属書 7-A-4 では、建築設計サービス（CPC 8671）について「追加的約束」と

して、以下のような約束を行っている9。 

1.  外国建築士が、韓国法に基づき資格を取得した建築士との共同契約により、建築設計サ

ービスを供給することは認められる。 

2. EU 加盟国の母国法に基づき外国建築士資格を取得した者は、建築士試験の 6 の正規科目

のうち、建築法規と建築設計の 2 科目に関する試験に合格すれば、韓国建築士の資格を取

得することができる。 

 

② 建築士法の改正内容 

a. 共同契約による外国建築士のサービス供給の許容 

この点については 1995 年 1 月 5 日、建築士法の改正が行われた際に関連規定が新設され、既

にサービス供給が認められていた。そのため、EU 韓国 FTA を受けて行った 2011 年 5 月 30 日の

改正では、字句などの修正にとどまった。 

 

従来の建築士法 改正建築士法 

第 23 条（建築士業務申告等）  

③外国の建築士免許または資格を持つ者は

大統領令で定めるところにより建築士事務

所の開設者と共同で建築物の設計・工事監

理を受任する場合に限って建築士業務を行

うことができる。その場合、外国の建築士

免許または資格を持つ者は国土海洋部令で

定めるところにより国土海洋部長官に申告

しなければならない。[改正 2001.8.14、

2008.2.29] 

第 23 条（建築士事務所開設申告等） 

外国の建築士免許または資格を持つ者は大統

領令で定めるところにより建築士事務所の開

設者と共同で建築物の設計・工事監理を受任

する場合に限って建築士業務を行うことがで

きる。その場合、外国の建築士免許または資

格を持つ者は国土海洋部令で定めるところに

より国土海洋部長官に申告しなければならな

い。[改正 2011.5.30] [施行 2012.5.31]] 

                                                   
9 付属書の文言については『EU 韓国 FTA の概要と解説』pp.152-153 参照。 
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建築士法施行令第 21 条の 2（外国建築士資

格取得者の業務遂行） 

①削除[2002.3.18] 

②外国建築士資格取得者が法第 23条第 3項

の規定に基づき、建築物の設計・工事監理

業務を行うために建築主と契約を締結しよ

うとするときは建築士事務所の開設者と共

同で契約書を作成しなければならない。[改

正 2000.5.10] 

③外国建築士資格取得者が法第 23条第 3項

の規定に基づき建築物の設計・工事監理業

務を行ったときは設計図書と監理報告書に

建築士事務所の開設者と共同で署名・捺印

しなければならない。[改正 2000.5.10] 

 

b. 一定の経歴を持つ外国建築士に対する建築士資格試験の受験資格要件の緩和、および一部試

験の免除 

建築士法第 13 条の改正により、外国で建築士免許や資格を取得して、一定の経歴を持つ者に対

しては、実務修練を行わずに建築士資格試験が受験できるように規定を新設した。 

同法第 14 条の改正により、一定の経歴を持つ外国建築士に対して、建築士試験の一部を免除で

きるように規定した。 

FTA 付録の「追加的約束」では、外国建築士の場合、建築法規と建築設計の 2 科目の試験に合

格すれば韓国建築士資格が与えられることになっているが、現在、建築士法施行令では建築法規

は建築士の試験科目とされておらず、建築設計 1（平面図の作成）、建築設計 2（立面図および断

面図の作成）の 2 科目を受けることが定められている。つまり、建築法規を受験する必要もなく、

「追加的約束」よりも緩和されたといえる。 

 

従来建築士法 改正建築士法 

第 13 条（試験の内容と施行） ①建築士試

験および建築士予備試験は設計および工事

監理に必要な知識と技術について行われ

る。[改正 1995.1.5]  

②前項の試験は、毎年 1 回以上国土海洋部

長官が施行する。[改正 1995.1.5, 

1996.12.30, 2008.2.29 第 8852 号（政府組

第 13 条（実務実習） ①建築士試験を受験す

るには大統領令で定める建築士事務所で 3 年

以上大統領令で定めるところにより実務実習

を受けなければならない。ただし、外国で建

築士免許を受けまたは資格を取得した者のう

ち、同法に基づく建築士資格と同様の資格が

あると国土海洋部長官が認める者として合計
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織法）]  

 

第 14 条 （建築士資格試験）  

① 次の各号の 1に該当する者でないと建築

士資格試験を受験することができない。  

[改正 99・1・29、2001.8.14] 

 

1．第 15 条の規定による建築士予備試験に

合格した者として、建築士予備試験の受験

資格取得日から 5 年以上の建築に関する実

務経歴（研究経歴を含む。以下同様）を持

つ者。 

2．削除 [2001.8.14] 

3．削除 [2001.8.14] 

4．削除 [2001.8.14] 

5．外国で建築士免許や資格を取得した者と

して、通算して 5 年以上の建築に関する実

務経歴を持つ者。 

6．削除 [2001.8.14] 

② 第 1 項第 5 号に該当する者に対しては、

大統領令で定めるところにより、建築士資

格試験の一部を免除することができる。[全

文改正 1995.1.5]  

 

施行令第 7 条 （試験科目の免除）  

① 法第 14 条第 2 項の規定により外国で建

築士免許や資格を取得した者として、通算

して 5 年以上の建築に関する実務経歴を持

つ者に対しては、第 8 条第 1 項第 1 号の規

定による建築士資格試験科目のうち、敷地

計画科目を免除することができる。 [改正

2000·5·10, 2002.3.18.] 

② 第 1項の規定により試験科目の免除を受

けようとする者は、第 6 条の 3 第 1 項の規

定による建築士資格試験の受験願書にその

5 年以上の建築に関する実務経歴がある者は

実務実習を受けなくても建築士試験を受験す

ることができる。 

第 14 条 （建築士資格試験） 

① 建築士業務の遂行に必要な知識と技術を

検証するために建築士資格試験を実施する。 

 

② 国土海洋部長官は建築士資格試験を毎年1

回以上施行する。  

③ 第 13 条第 1 項に該当する者に対しては、

大統領令で定めるところにより、建築士資格

試験科目の一部を免除することができる。 

[全文改正 2011.5.30] [施行 2012.5.31] 

 



    
 

 

ユーロトレンド 2012.5         Copyright （C） 2012 JETRO. All rights reserved. 
19 

旨を記載しなければならない。 [改正

2002.3.18.] 

 

施行令第 8 条 （試験科目など）  ① 法第

16 条の規定による建築士資格試験および建

築士予備試験の試験科目は次の各号のとお

りである。  

1. 建築士資格試験科目 

イ. 敷地計画 

ロ. 建築設計 1 

ハ. 建築設計 2 

2. 建築士予備試験課目 

イ. 建築構造 

ロ. 建築施工 

ハ. 建築計画 

ニ. 建築法規 

 

改正建築士法は 2012 年 5 月 31 日から施行されるが、建築士法施行令に係わる条文は法律の施

行までに一部改正される予定である。 

 

(3) 保険サービス 

EU 韓国 FTA での保陹サービス分野の約束履行について、韓国国内の法令改正の現状は次のと

おりである。 

① 分野別協同組合の販売保険 

EU 韓国 FTA の関連規定 

・関連規定-付属書 7-D 金融サービスに関する追加的約束 

分野別協同組合の販売保陹 

7．分野別協同組合が提供する保陹サービスに関する規定は、その協同組合に対して同種の保陹サ

ービスの民間供給者より競争上の優位を提供してはならない。実行可能な限度内で、当事者はそ

のような協同組合により供給されるサービスに対し、民間保陹業者により供給される同種サービ

スに対して、自分が適用するものと同様の規則を適用しなければならない。 

8．このため、金融委員会（FSC）は分野別協同組合により供給されるサービスに対し、規制監督

権を行使しなければならない。最小限で大韓民国は、この協定の発効後 3 年以内に大韓民国の農

業協同組合中央会、水産業協同組合中央会、信用協同組合中央会およびセマウル金庫連合会の保

陹販売と関連する支給能力事項が金融委員会の規制対象となるように規定する。 
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なお、同様の規定は米韓 FTA 付属書 13-B 第 F 節にも設けられている10。 

 

国内法令改正の現状 

a. 農業協同組合法 

農業協同組合は農業協同組合法が適用され、農林部の管轄とされている。 

韓国は EU 韓国 FTA および米韓 FTA に従い、農業協同組合の事業のうち、共済事業を分離し

て農業生命保陹と農業損害保陹を別法人として設立し、これに対しては原則として農業協同組合

法ではなく、保陹業法を適用するとの規定を新設した。 

2011 年 3 月 31 日に改正され、2012 年 3 月 2 日施行となっている。 

 

農業協同組合法第 134 条の 5 （農協生命保陹および農協損害保陹）の新設 

① 中央会は共済事業を分離して、生命保陹業を営む法人（以下「農協生命保陹」という）と損害

保陹業を営む法人（以下「農協損害保陹」という）をそれぞれ設立する。この場合、その事業の

分離は「商法」第 530 条の 12 による会社の分割と見なし、事業の分離手続きは同法第 530 条の 3

第 1 項、第 2 項および第 4 項、第 530 条の 4 から第 530 条の 11 までの規定を準用するが、同法第

530 条の 3 により準用される同法第 434 条のうち、「出席した株主の議決権の 3 分の 2 以上の数と

発行株式総数の 3 分の 1 以上の数」は、「代議員過半数の出席と出席した代議員 3 分の 2 以上の賛

成」とする。 

② 同法に特別な規定がない場合には、農協生命保陹および農協損害保陹に対しては、「保陹業法」

を適用する。 

 

上記の法改正に伴い、2012 年 3 月 2 日より農協生命保陹および農協損害保陹が別法人として設

立され、保陹業法のもと、他の民間保陹会社と同様、金融委員会の監督を受ける。 

 

b. 水産業協同組合法、信用協同組合法、セマウル金庫法 

現在、法改正のための意見取りまとめの手続きが進められており、今後改正する予定である。 

支給能力に関する事案（支給余力比率）を含んで実行可能な限度内で、民間保陹業者と同様の水

準の規制を水産業協同組合に適用するために、改正作業を進めている。 

 

② 保険法 

EU 韓国 FTA の付属書 7-A-4 は、海上保陹などサービスの越境取引が許容された保陹サービス

と関連したリスクに対する保陹仲介サービスの越境取引を認めている。 

これに伴い、韓国は 2010 年 7 月 23 日、保陹業法の関連規定を改正した。改正法は 2011 年 1

                                                   
10 ジェトロ海外調査シリーズ『米韓 FTA を読む』（2008）p.117 を参照。 
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月 24 日より施行されている。 

従来 改正 

第 89 条 （保陹仲介士の登録）  

 

① 保陹仲介士になろうとする者は、金融委

員会に登録しなければならない。 

 [改正 2008.2.29]  

② 次の各号の 1に該当する者は保陹仲介士

になれない。 

1．第 84 条第 2 項の各号の 1 に該当する者。  

2．保陹設計士または保陹代理店として登録

された者。 

3．保陹代理店または他の保陹仲介士の役員

または使用人として募集に従事する者。 

4．第 87 条第 2 項第 4 号および第 5 号に該

当する者。 

5．負債が資産を超過する法人。 

6．韓国内に事務所を設置していない者。 

第 89 条 （保陹仲介士の登録）  

 

① 保陹仲介士になろうとする者は、個人と法

人を区分して大統領令で定めるところによ

り、金融委員会に登録しなければならない。 

② 次の各号のいずれかに該当する者は 保陹

仲介士になれない。 

1．第 84 条第 2 項の各号のいずれかに該当す

る者。  

2．保陹設計士または保陹代理店として登録さ

れた者。 

3．他の保陹会社などの役職員。 

4．第 87 条第 2 項第 4 号および第 5 号に該当

する者。 

5．負債が資産を超過する法人。 

[全文改正 2010.7.23] [施行 2011.1.24] 

 

保陹業法の改正により、保陹仲介士の登録要件のうち、国内事務所の設置項目がなくなったも

のの、法人保陹仲介士として登録するためには、役員の 3 分の１以上が保陹仲介士の資格を備え

ることが依然として求められており11、欧州の法人保陹仲介業者が保陹仲介業務を韓国で行うこ

とが完全に自由になったとは言い難い。役員の 3 分の１という資格要件が存在するため、外国法

人保陹仲介業者が韓国で、仲介サービスの越境取引を提供するには依然として制約が付くものと

予想される。

                                                   
11 保陹業法施行令第 30 条の別表 3 保陹設計士、保陹代理店および保陹仲介士の登録要件。 

法人保陹仲介会社-役職員の 3 分の 1 以上が個人生命保陹仲介士のア項目に該当する資格を備え、常勤する法人。 



    
 

 

ユーロトレンド 2012.5         Copyright （C） 2012 JETRO. All rights reserved. 
22 

(4) 金融サービス 

① EU 韓国 FTA の主な約束内容（米韓 FTA と共通する事項） 

a. 金融サービスの越境取引 

EU 韓国 FTA 米韓 FTA 備考 

[保陹] 

- 貿易関連保陹（例：輸出入積荷保陹/航空保陹）

および再保陹 

- 保陹仲介業（上記の貿易関連保陹商品に限定

された仲介業） 

- 付随サービス 

① 保陹数理②損害査定③リスク評価  

④ 保陹相談業 

- 同左  

 

[銀行など] 

- 金融情報の提供・移転（即時開放） 

- 金融サービスに関係する金融情報処理および

関連ソフトウェアの提供（発効から 2 年以内） 

- 仲介を除く助言その他付随サービス（今後韓

国が自ら開放する場合） 

- 同左  

- 従来から許容 

 

- 信用格付・照会、間接

投資ビークルの査定、お

よび債券の査定など 

 

国境を越える金融サービスの提供に関する約束により、一部サービスについては現地法人・支

店など商業拠点なしで金融サービスを提供することができるようになった12。 

EU、韓国の金融当局は、相手国の越境金融サービス提供者や金融商品の登録、認可を義務付け

ることができる。 

 

b. 新しい金融サービスの開放 

新しい金融サービスとは、相手国では供給されているが、韓国では供給されていない金融サー

ビスをいう。 

EU 韓国 FTA（7.42 条） 米韓 FTA（13.6 条） 備考 

                                                   
12 サービス貿易の各形態の説明は『EU 韓国 FTA の概要と解説』p.70 参照。各約束の詳細は p.164 以下参照。 



    
 

 

ユーロトレンド 2012.5         Copyright （C） 2012 JETRO. All rights reserved. 
23 

- 既存の韓国の金融法規で認められる範囲内で

開放（別途法令の制定・改正が必要でない範囲） 

- 韓国内の現地法人・支店を通じて供給できる

（越境取引による供給は不可） 

- 韓国金融監督当局が商品別に許認可を要求で

きる 

- 同左  

 

c. バックオフィス（事務支援） 機能の委託 

EU 韓国 FTA（付属書 7-D） 
米韓 FTA（付属

書 13-B 第 C 節） 
備考 

- 韓国内の支店・現地法人の一部バックオフィ

スを「実行可能な限度内で」海外の本店・系列

会社で統合処理できるように認める（バックオ

フィス：データ処理、人事、会計、法務など金

融機関の本来業務（貸付、預金等）以外の委託

可能な業務のこと） 

 

 

- 同左 - 韓国金融監督当局が

韓国内の支店・現地法人

などが一定の機能（本質

的業務など）を有するよ

うに義務付ける権限を

留保 

 

- 韓国内の支店・現地法

人などが委託業務に対

する究極的な責任を負

う 

 

韓国金融監督当局は、バックオフィスの国内外の第三者委託は既に認められており、FTA によ

り新しく許容されるのではないとの立場を示している。 

したがって、FTA により業務委託の許容範囲を現在よりさらに拡大するかどうかは不確かな状

況である。 

 

d. 金融情報の海外移転 

EU 韓国 FTA（7.43 条、付属書 7-D） 
米韓 FTA（付属

書 13-B 第 B 節） 
備考 
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- 協定発効後 2 年以内に許容する（ただし、韓

国が結ぶ他の FTA に基づく開放より遅くなら

ないようにすること） 

- 通常の業務過程において必要とされる情報処

理の海外委託を認める 

- 個人情報保護を含めプライバシー保護のため

の十分な保護装置を採択する 

- 同左 

 

- ただし、米韓

FTA ではプライ

バシー保護に関

する規定はな

い。 

 

 

韓国金融監督当局は、金融情報の海外委託を許容する部分について、金融情報の生成・保存の

ための IT 設備や金融電算ネットワークなど、本質的要素の海外移転までを含むのではないとの立

場を示している。 

韓国金融監督当局は、下記の事項に対してプルデンシャル（健全性）措置を取ることができ、

また具体的な方式や手続きなどについては猶予期間中に設ける予定である。 

① 個人情報保護  

② 受託情報の再利用禁止  

③ 海外受託機関に対する検査  

④ 適正水準の電算施設の維持 

 

② その他 EU 韓国 FTA の主な内容 

a. プルデンシャル措置の適用除外（7.38 条） 

投資家、預金者、保陹契約者などに対する保護、金融システムの安定性を図るために、下記の

ようなプルデンシャル措置を取ることができる（ただし、協定文の義務を回避するための手段と

して使用することはできない）。 

ᆞ 通貨および通貨関連の信用政策および為替政策に係わる制度 

ᆞ 預金者、株主、金融システムの保護のための制度 

ᆞ 金融詐欺など金融犯罪予防のための制度 

 

b. 国際金融機関の特別待遇（韓国約束表） 

協定上、輸出入銀行、産業銀行など国際金融機関に対する特別待遇（例：政府保証、損失補て

んなど）は FTA 発効以後も引き続き維持できる。 

 

c. 透明性条項（7.39 条） 

金融サービス業の認可申請に必要な要件の公開、認可申請に対する 120 日以内の決定内容の通

知義務などを規定している。 
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行政指導は口頭より書面で行われるように努力し、利害関係者の意見提出を許容すると規定し

ている。 

 

d. 支払決済制度（7.41 条） 

EU、韓国は、内国民待遇義務により他方当事国・地域の金融機関が公共運営支払決済システム

を利用できるようにしなければならない（ただし、中央銀行の最終貸付機能は例外としている）。 

 

e. 自主規制組織（Self-Regulatory Organisations）（7.40 条、付属書 7-D） 

金融サービスを供給するために自律規制機構への加入などが必要な場合、内国民待遇と最恵国

待遇義務を遵守しなければならない。 

 

f. 短期セーフガード（8.4 条）  

韓国の外国為替取引法上、通貨危機のような経済危機時、外貨流出入を統制することができる

短期セーフガード規定が協定文に反しない措置であることを明確に規定した（原則 6 ヵ月を超え

ない）。 

 

③ EU 韓国 FTA 約束表の主な内容  

韓国の自由化約束は米韓 FTA と同様の水準で作成されており、これに対して追加で法令の改正

が必要な事項はない。 

a. バンカシュランス（銀行による保険販売）販売方法の制限 

銀行のバンカシュランス営業にかかわる制限（銀行別営業職員数および同一保陹会社の商品の

販売比率制限など）を米韓 FTA と同様に維持した。 

具体的には、韓国の約束表では、バンカシュランスについての銀行別営業職員数は、設計士を

除いて店舗当り 2 人以内とし、同一保陹会社の商品の銀行での販売比率に制限をかけることを認

めた。同一保陹会社の商品の販売比率は、原則的に 25%に制限することで合意した（保陹業法施

行令第 40 条）。 

 

b. ウォンの直物為替取引仲介会社の制限 

外国為替市場の安定的な運用のために、既存の 2 社の仲介会社（ソウル外国為替仲介、および

韓国資金仲介）のみがウォンの直物為替取引仲介業務を行えるとの制限を認めることで合意した。 

 

c. 国内銀行の株式取得制限 

国際的に承認された金融機関（銀行）に限って、韓国国内銀行の 10%以上の株式取得ができる

と制限することで合意した（銀行法施行令別表 1）。 
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d. 証券およびデリバティブ商品の清算・決済機関の制限 

  証券およびデリバティブ商品の清算・決済機関は証券預託決済院および韓国取引所にのみに限

定することで合意した。 

 

e. 証券・ 先物市場の設立および運用機関の制限 

証券・先物市場の設立および運営は韓国取引所のみができると制限することで合意した。 

 

f. その他 

外国金融機関支店の運用資金は、国内で保有しなければならないとの義務規定（銀行法第 62

条）と、外国銀行支店の場合、支店ごとに個別に免許が必要であるとの規定（銀行法第 58 条）で

合意した。 

 

 

5. 関税払戻（ドローバック）制度の活用状況 

 

EU 韓国 FTA が 2011 年 7 月 1 日に暫定適用を開始して以降、今のところ韓国の関税還付状況

には大きな変化はみられない。ここ 3 年間の関税還付額は、着実な増加傾向にあるが、これは原

油価格の急騰により、原油輸入時に納めた関税に対する輸出還付が増えているためである。 

EU 韓国 FTA の「原産品」の定義および行政協力の手法に関する議定書第 14 条（関税の払戻

しもしくは免税）13によると、当事者は毎年関税還付および域内加工の状況に関する情報を相互

交換することになっている。しかし、電子製品、自動車の部品および完成品などに関する輸出入

の情報提供はまだ行われていない。韓国関税庁でも関連情報の収集・分析を行っていない。今の

ところ、一部の輸出入企業がこの点を考慮し、原産地証明や証明書類の保管に気を配っている程

度とみられる。 

 

ここ 3 年間の関税還付額の推移（2009-2011）               （単位：億ウォン） 

区分 2009 2010 2011 

関税還付額 32,344 40,187 49,576 

前年比増加率（%） - 24.24 23.36 

                                                   
13 「原産品」の定義および行政協力の方法に関する協定書第 14.1 条「協定発効後 5 年目にいずれかの当事者から

の要請がある場合、韓国の関税払戻し、および EU の再輸出加工免除（Inward Processing Relief）について共同で

見直しを行う。協定発効後 1 年目に、そしてその後毎年に、両当事者はそれぞれの関税払戻しおよび再輸出加工

免除についてその運用と次のような統計資料を相互交換する。14. 1.1.協定発効後 1年目を皮切りに、HS2007に基

づき 8407 項、8408 項、8522 項、8527 項、8529 項、8706 項、8707 項、8708 項に分類された材料の輸入に対する

8 ケタ・10 ケタの国別輸入統計と、8703 号、8519 号、8521 号、8525 号から 8528 号までの輸出統計が提供される。

本条の第 3 項に基づき導入された関税払戻しまたは再輸出加工免除を制限するためにとられた措置について、定

期的な情報交換が行われる。 
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6. FTA 農業対策に係る予算執行状況について14 

(1) 2011 年の動き 

韓国は農水産分野について 2011年 8月に、FTA締結による被害支援および競争力向上のため、

2008 年から 2017 年までの 10 年間にわたって合計 22.1 兆ウォン（農業 21.4 兆ウォン、水産業

0.7 兆ウォン）を投入することを骨子とする総合対策の見直しを行った（2012 年 1 月にさらに増

額しているが、この点は（5）参照）。その金額は、米韓 FTA 締結により予想される 15 年間の生

産減尐額のおよそ 2 倍になる。特に、競争力向上の側面から開始・推進が急がれる事業について

は2008年から既に予算が投入されており、2011年まで投じられた予算は合計6兆ウォンに上る。 

 

 （単位：兆ウォン） 

2008 年度 

予算投入額 

2009 年度 

予算投入額 

2010 年度 

予算投入額 

2011 年度 

予算投入額 

2012 年度 

投入予定額 

合計 

1.3 （0.8） 1.4 （1.1） 1.6 （1.3） 1.6 2.1 8.0 

（注）2011 年 9 月末時点で合計 224 の政府課題のうち、214 の課題が終了または推進中であり、

10 の課題が米韓 FTA の発効遅延により延期または執行留保となっている。 

 

2011 年 7 月 21 日、韓国政府では FTA 移行支援のために「自由貿易協定の締結に伴う農漁業人

の支援に関する特別法」（いわゆる「FTA 特別法」）の大幅な改正を行った。（2011 年 10 月 22 日

施行）同法第 1 条によると、「FTA 移行により被害を受け、または被害を受けることが予想され

る農業人等に対する支援対策に必要な財源を確保し、農業人などの経営および生活安定に貢献」

するために同法第 10 条に基づき、「FTA 移行支援基金」を設置し、その運営を農産物流通公社に

委託すると定められている。また同法 11 条によると、同基金の財源については①政府の出えん金、

②政府外の団体等による出えん金または寄付金、③韓国馬事会15法第 42 条第 4 項に基づく特別積

立金からの出えん金、④韓国銀行、金融機関、その他の基金またはその他の会計からの借入金、

⑤関税割当（TRQ）に対する公売納入金または輸入利益金、⑥基金の運用収益となっており、ま

た同法第 12 条によると、同基金の用途については、農業等の競争力向上、農業人経営の安定化お

よび廃業支援、生産者団体および農産物加工業への支援、借入金の元利金の返済、農産物の輸入

利益金等の課税・徴収に必要な支出、基金の管理・運用に必要な経費などになっている。 

農産物流通公社が実施した 2011 年度の同基金事業内容をみると、米韓および EU 韓国 FTA の

発効に備え、支援品目の拡大、新規事業の追加などによる競争力向上が図られ、直接的被害補填

の実施（所得補填直接支払、廃業支援）に当たっては米韓 FTA の批准・発効時期や輸入量増加に

よる被害発生時期なども十分に考慮された。 

                                                   
14 韓国の FTA 締結に伴う農業対策の概観については、百本和弘・李海昌『韓国経済の基礎知識』（2012）p.141

以降を参照。http://www.jetro.go.jp/publications/item/9784822411121.html 
15 韓国馬事会（Korea Racing Authority）とは韓国馬事会法により設立された大韓民国農林水産食品部傘下の特殊法

人である。 

http://www.jetro.go.jp/publications/item/9784822411121.html
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(2) 2011 年度の FTA 基金の資金調達および運用状況 

 

 （単位：百万ウォン） 

資金調達 資金運用 

合計 413,402 合計 413,402 

独自収入 40,813 事業費 378,301 

政府収入 301,881 基金運営費 3,345 

借入金 - 政府支出 - 

余剰金による運用収入 70,708 借入金の元利金返済 - 

  余剰金運用 31,756 

 

(3) 韓国の農水産業支援策 

韓国政府の農水産業支援策は、大きく三つの柱からなっている。  

① 直接的被害補填事業 

農水産業などの直接的被害に対し、被害補填直接支払い制度や廃業支援制度により農家への支

援を行っている。  

a. 被害補填直接支払い制度 

FTA 発効による輸入増加により被害が発生した場合に、その被害の一定部分を被害補填直接支払

いで補填し、農水産業経営の安定化を図る。  

ᆞ 交付品目：施設ぶどう、キーウィにとどまらず、輸入増加により被害を受ける全品目   

ᆞ 交付対象：当該年度の粗輸入が基準粗輸入（3 ヵ年間の平均粗輸入の 80％）を下回る場合 

ᆞ 申込方法：農業人が当該地域の地方自治体（市、郡、区）に直接申込を行う 

ᆞ 申込期間：2011 年度に収穫する果樹の場合、同年 7～12 月に申込を行う 

ᆞ 交付額：被害総額の 90％ 

ᆞ 交付期間：当該 FTA 発効から 10 年間有効 

b. 廃業支援制度 

FTA 発効による輸入増加により、果樹・畜産など当該事業を継続することが難しいと認められる

品目に対し、廃業支援金を支払うことで農家経営の安定化と当該産業の構造調整を図る。  

 

ᆞ 交付品目：施設ぶどう、キーウィ、ももにとどまらず、輸入増加により被害を受ける全品目に
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拡大 

ᆞ 交付対象：持続的な投資が行われ、品目の告示日の前から長期間にわたり生産が行われる品目

のうち、輸入増加により被害を受けた場合 

ᆞ 申込方法：農業人が当該地域の地方自治体（市、郡、区）に直接申込を行う 

ᆞ 交付額：純収入（粗収益－生産費）の 3 年分に相当する金額を支給する。ただし、廃業支援金

を受け取った農家は、廃業品目が含まれた品目郡に対し、（1）5 年間にわたって栽培（飼育）

が制限され、（2）競争力向上事業の支給対象から外される。 

ᆞ 交付期間：当該 FTA 発効から 5 年間有効 

 

② 産業別の競争力向上事業 

FTA 発効に伴い輸入される農水産物との差別化および専業農家の育成のために（1）高品質化、

（2）生産設備の近代化、（3）インフラ整備などが行われる。 

 

③ 所得基盤の整備 

農工団地の整備・拡大、都市農村間の交流拡大などにより、農漁村の所得基盤強化を図るため

に、（1）当該地域の地場産業育成、（2）当該地域の観光活性化などが行われる。 

 

(4) 2011 年に実施された主な支援事業の概要 

2011 年に農産物流通公社が実施した主な支援事業の概要は下記のとおりである。  

（単位：百万ウォン） 

区分 事業概要 交付額 事業費 

所得補填直接

支払い 

FTA 発効に伴う輸入増加により発生した被

害の一定部分を所得補填直接支払いで補填

し、農家経営の安定化を図るもの。 

25,000 基金補助金 100% 

廃業支援 

FTA 発効により、果樹・畜産などの事業を継

続することが難しい農家が廃業を希望する場

合、廃業支援金を交付し、農家経営の安定化

と当該産業の構造調整を図るもの。 

30,000 基金補助金 100% 

果樹生産設備

の近代化 

FTA 発効に伴い輸入される外国産農産物と

の品質競争に備え、農業用支柱、潅肥潅水施

設など果樹農家の生産設備の近代化を行い、

競争力向上と高品質化を図るもの。たとえば、

49,128 

基金補助金 20％、  

地方費 30％、 

金融機関からの 

借入金 30％、 
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区分 事業概要 交付額 事業費 

外国産オレンジの輸入増加に備え、みかんの

品質向上を目的とした高糖度果実の生産支援

を行う。 

事業者負担 20％ 

果実専門 

生産団地の 

基盤構築 

果実主産地を対象に、用水路や配水路、耕作

路など果樹生産・出荷基盤の構築による競争

力向上を図るもの。 

17,117 

基金補助金 80％、 

地方費 20％、 

（基本調査費： 

基金補助金 100％） 

拠点産地や 

流通センター

の構築 

果樹主産地の産地流通施設の近代化を行い、

小規模流通施設の拠点として育成し、産地自

らによるマーケティング活動の競争力・交渉

力向上を図るもの。 

8,295 

・公共事業： 

基金補助金 50％、 

地方費 5％ 

・一般事業： 

基金補助金 40％、 

地方費 30％、 

事業者負担 30％ 

優良果樹苗木

の生産体制の

整備 

果樹栽培の根幹となる優良無病苗の生産・供

給基盤を構築し、 無駄な手間と労力が費やさ

れ、収量・品質面ともに劣り、生産性の低い

果園の再生促進を行い、果樹産業の競争力向

上を図るもの。 

709 

基金補助金 60％、 

事業者負担 40％ 

（中央母樹育成管理

センター：基金補助金

70％、事業者負担

30％） 

果実ブランド

の育成 

多国籍企業（サンキスト、ドールなど）に対

抗できる国内果実ブランド（全国共同）の育

成や各地域中小ブランドの統合による産地を

拠点とした全国共同ブランドの育成を図るも

の。 

1,375 

・全国ブランド： 

基金補助金 70％、 

事業者負担 30％ 

・地域ブランド： 

基金補助金 40％、 

地方費 30％、 

事業者負担 30％ 

果園規模の 

拡大 

経営規模の拡大による競争力向上のために果

園の売買や賃貸・賃借を推進するもの。 
27,560 

金融機関からの 

借入金 100％ 
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区分 事業概要 交付額 事業費 

畜舎施設の 

近代化 

畜舎施設の改善による家畜殺処分の減尐と生

産性の向上を行い、畜産農家の所得増大や国

際競争力の向上を図るもの。特に優秀な子牛

の生産や飼育施設の整備支援により高品質化

や子牛生産費の削減を図る。 

163,255 

・基金補助金 30％、 

金融機関からの借入

金 50％、事業者負担

20％ 

・優秀な子牛の生産・

飼育施設：基金補助金

20％、金融機関からの

借入金 40％、地方費

20％、事業者負担

20％ 

国産原乳の 

加工原料乳 

としての導入 

FTA 発効に伴う乳製品（原料乳）の輸入増加

による国内原乳生産の減尐に備え、一定量の

国産原乳を加工原料乳として導入し、FTA 発

効による被害軽減と競争力向上を図るもの。 

10,000 基金補助金 100％ 

韓牛農家の 

組織化 

FTA 締結拡大など農業開放化に備え、韓牛農

家団体（韓牛事業団）の生産性向上による国

際競争力の向上を図るもの。 

5,000 

金融機関からの借入

金 80％、事業者負担

20％ 

高冷地 

ジャガイモの

ブランド化 

各産地に専門的高冷地ジャガイモ流通センタ

ーを設置し、ジャガイモ産業の育成とともに

自主的需給調整による消費市場の安定化を図

るもの。 

1,600 

基金補助金 40％、 

地方費 30％、 

事業者負担 30％ 

優秀品種の 

種子増殖と 

普及 

種子普及体制が確立されておらず、輸入依存

度の高いイチゴ、花きなどへの新品種の供給

による農業競争力の向上を図るもの。 

4,519 

・自治体支援事業： 

基金補助金 50％、 

地方費 50％ 

 

・生産者団体向け事

業： 

基金補助金 30％、 

地方費 30％、 

事業者負担 40％ 
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区分 事業概要 交付額 事業費 

高麗人参 

流通設備の 

近代化 

専門生産・輸出団地のマーケティングや経営

戦略に関するコンサルティングの実施、各生

産地に合わせた組織化・規模化・ブランド化

による専門生産・輸出団地の構築、検査機関

の理化学・分析機器の整備などを図るもの。 

2,095 

・基金補助金 40％、

地方費 60％ 

・基金補助金 40％、 

地方費 40％、事業者

負担 20％ 

・基金補助金 100％ 

施設園芸品の

質向上 

輸出競争力のある園芸専門生産団地に対する

設備整備および近代化、増築・改築などの支

援を行うもの。 

32,648 

基金補助金 20％、 

金融機関からの借入

金 60％、事業者負担

20％ 

 

(5) 2012 年 1 月 2 日発表の米韓 FTA 批准に伴う追加支援策 

韓国政府は、2011 年 7 月 1 日に EU 韓国 FTA が発効し、2012 年に米韓 FTA が発効すること

を受け、急速に拡大される市場開放により、被害が予想される国内農業への追加支援策が必要で

あるとの認識のもと、2012 年 1 月 2 日に追加支援策をまとめた（米韓 FTA はその後 3 月 15 日

に発効）。同対策は 2007 年 11 月に発表した「FTA 発効に伴う国内支援策」とそれの修正・補完

作業を経て、2011 年 8 月に発表した 22.1 兆ウォンの「競争力強化に向けた総合対策」（上記（1）

を参照）に続く追加の支援策である。追加支援策は、2011 年 8 月に第 2 弾の対策が発表されて以

降の、追加支援策に対する国会農食品委員会、知識経済委員会などの要求、2011 年 10 月 31 日の

与野党党首間の合意事項を反映したものであり、これには被害産業への直接的被害補填だけでな

く、農漁業や中小自営業者の競争力向上のための税制優遇制度と制度改善など様々な取り組みが

新たに盛り込まれている。 

同対策の策定により、農漁民向け財政支援額は 2011 年 8 月の第 2 弾対策（22.1 兆ウォン）を

上回る 24.1 兆ウォンと、免税油供給などの適用期間延長などにより行われる税制優遇 29.8 兆ウ

ォンを含むと、支援総額は 54 兆ウォンに上る。具体的に従来対策と同様に（1）被害産業への支

援、（2）農漁業の競争力向上、（3）農家所得基盤の強化などに関する取り組みがあり、それに加

え、（4）農家の生産費削減策などが盛り込まれている。 

 

 

 

① 直接的被害産業への支援  

ᆞ 被害補填直接支払いの交付要件の緩和：FTA 発効に伴う輸入増加により、当該品目の価格が平
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均価格の 90％（現行は 85％）を下回る場合に、差額の 90％を補填する。   

※2011 年 7 月に発表された EU 韓国 FTA 支援策の際に 80％から 85％に緩和されていた。  

ᆞ 貿易調整支援制度の見直し：FTA 発効に伴う輸入増加により、6 ヵ月間の売上高または生産量

が前年同期比一定比率（現行 20％から 5～10％に緩和）以上に減尐した企業を対象に融資支援

および商談支援などを行う。  

ᆞ 廃業した一人事業主への支援：FTA 発効に伴う貿易被害により廃業した一人事業主への就職支

援および雇用促進支援金の優遇措置などを行う。 

ᆞ 非課税副業の範囲拡大：沿近海・内水面漁業所得を非課税所得対象として追加指定し、 家畜別

控除頭数を牛・乳牛は現行 30 頭から 50 頭に、豚は 500 頭から 700 頭に拡大する。 

ᆞ 畜産発展基金の拡大：今後 10 年間に 2 兆ウォンを追加投入する。 

ᆞ みかん農家への支援拡大：果実のうち、FTA 発効による被害が最も大きいと予想されるみかん

農家への支援拡大により、2012 年のみかん農家向け予算は 384 億ウォンと、前年（265 億ウォ

ン）を大幅に上回る。 

 

② 農漁業の競争力向上 

ᆞ 設備近代化への支援拡大：2012 年度の設備近代化予算を前年（2,450 億ウォン）比 67.7％増の

4,109 億ウォンに編成し、融資支援のみ受けた施設近代化対象企業の場合、融資金利を現行 3％

から 1％に引き下げ、農漁業人の資金調達の円滑化、金利負担の軽減を図る。 

ᆞ 農業生産基盤施設の整備：水利・配水施設、多目的用水開発など農業生産基盤施設への投資拡

大を図る。 

ᆞ 種子産業の育成：ゴールデン・シード（Golden Seed）プロジェクト（2012 年度予算は 25 億

ウォン）の推進により、輸出に特化した高品質種子の開発に取り組み、国際競争力の向上を図

る。 

ᆞ 干拓地の農業的土地利用を活性化するための法的根拠の整備（「干拓地の農業的利用および管理

に関する法律」2011 年 12 月 29 日制定）を図る。 

 

③ 農漁家の所得基盤強化 

ᆞ 畑農業への直接支払いの導入：小麦、大豆、麦、トウモロコシなど 19 品目を対象にした 1ha

（栽培面積）当たり年間 40 万ウォンの支給を行う。 

ᆞ 水産業への直接支払いの導入：条件が不利な地域での漁業活動を奨励するために、陸地から

8km 以上離れた漁村への直接支払い（世帯当たり 49 万ウォン）の支給を行う。 

ᆞ 環境配慮型直接支払いの単価引き上げ：有機農業・無農薬農業など環境配慮型農業人への所得

減尐分および生産費差額の支援を行うために支給される直接支払いの単価をその 50％程度に

引き上げる。 

ᆞ 条件不利直接支払いの地方費分担率の縮小：農業生産性が低く、定住条件が不利な地域の農業
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人に支給される条件不利直接支払いの地方費分担率を 30％から 20％に引き下げる。 

ᆞ 賃借農業人の保護：賃借農地の増加を受け、賃借農業人の権益保護と安定した農業経営の保障

のために、「農地法」の改正（2011 年 12 月 29 日）が行われた。 

 

④ 農漁家の生産費削減  

ᆞ 輸入飼料原料の割当関税適用：基本税率より低い割当関税を適用する輸入飼料原料を現行の 11

品目から 22 品目に拡大する（そのうち 16 品目は無関税）。 

ᆞ 農漁業用免税油供給制度の適用期間の延長：原則として農漁業人への免税油供給を今後 10 年

間維持する。 

ᆞ 免税油の供給対象の拡大：免税油の供給対象を農業用スキッドステアローダー（4 トン未満）

と農業用 1 トントラックに拡大する。 

ᆞ 付加価値税ゼロ税率の適用期間の 10 年間延長：原則として、飼料、肥料、農薬、農漁業用資

機材などへの付加価値税ゼロ税率の適用を今後 10 年間維持する。 

ᆞ 農業用電力料金の適用対象の拡大：生産者団体が直接運営する一部の農漁業用施設（現行は産

業用電力料金を適用）を農業用電力料金の適用対象にし、農漁家の生産費削減（適用対象：産

地流通センターの選別・包装・加工施設、水産物低温貯蔵施設、みかん皮処理場、水産物産地

拠点流通センター、家畜ふん尿処理施設）を図る。 

 

2011 年 8 月に策定された第 2 段対策には、2017 年まで 22.1 兆ウォンの支援金を交付すること

が盛り込まれているが、今回の追加支援策での交付総額が前年比 2 兆ウォン増の 24.1 兆ウォンに

上る。その他、税制優遇などにより 0.8 兆ウォン（「農業用電力料金の適用対象の拡大」に交付さ

れる 0.1 兆ウォンは別途）の追加支援が行われる。これまでに策定された支援策を鑑み、2017 年

まで韓国政府の農漁業への支援額をみると、下記の通りである。  

（単位：兆ウォン、2008～2017 年の合計） 

 2007 年 11 月

の支援策（A） 

2011 年 8 月の 

支援策（B） 

2012 年 1 月の 

支援策（C） 

増減率

（C-B） 

合計 49.9 51.1 54.0* 2.9* 

支援総額  21.1 22.1 24.1 2.0 

税制

優遇 

規制日没

制の期限

延長分 

免税油 15.2 15.2 15.2 - 

ゼロ税率 13.6 13.6 13.6 - 

小計 28.8 28.8 28.8 - 

その他制度改善 - 0.2 1.0 0.8 

小計 28.8 29.0 29.8 0.8 

*「農業用電力料金の適用対象の拡大」に交付される 0.1 兆ウォンが含まれている。 



 

アンケート返送先    FAX： 03-3582-5569 

e-mail：ORD@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構 海外調査部 欧州ロシア CIS課宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：  

 EU韓国 FTAの履行状況、および第三者インボイスでの FTA活用時の留意点 

ジェトロでは、EU 韓国 FTA の履行状況、および第三者インボイスでの FTA 活用時の留意点

を目的に本調査を実施いたしました。報告書をお読みいただいた後、是非アンケートにご協力

をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。 

■質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「  EU韓国 FTAの履行状況、および第

三者インボイスでの FTA活用時の留意点」について、どのように思われましたでしょうか？ 

（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想

をご記入下さい。 

 

 

 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

部署名 

 

 

お名前 

 

※ご提供頂いたお客様の個人情報については、ジェトロ個人情報保護方針（http://www.jetro.go.jp/privacy/）に基づき、適正に管理運用させていただき

ます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いた

します。 

～ご協力有難うございました～ 
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