
第 2 章 韓国の経常・資本取引規制の推移と展望 

 
1. 自由化の開始とアジア通貨危機まで 
韓国は 1960 年代中盤から輸出志向の工業化政策を推進していたが、資本取引

の自由化については慎重であった。この時期の同国の特徴として度々指摘され

ていることは、資本規制が経常収支の動向によって左右されていたことである。

すなわち、経常収支が悪化すれば資本流出規制強化と資本流入促進策が採られ、

経常収支が改善すると資本流出緩和・資本流入抑制策が採られたことである。 
 図表 2-1 は当時の韓国の資本規制に対するスタンスの概要をまとめたもので

ある。 
 70 年代までは産業の外国支配を警戒し、直接投資の受入れには慎重だった。

そのため、必要な外貨を借款に頼ることが多かったのが、この時期の韓国の特

徴である。しかし、経常赤字が続いたことから、対内直接投資の受け入れ容認

に向かっていく。直接投資受入れについては、1984 年にネガティブ・リスト方

式を採用している。 
 ポートフォリオ投資については、米国が市場開放圧力を高め、また韓国自身

が目指した OECD 加盟準備が重なった 90 年代に自由化が進展した（OECD 加

盟は 96 年 12 月）。ポートフォリオ投資の流入は 91 年以降急増する。 

 
図表 2-1 通貨危機前における資本流入規制の変化－概観 

基本的な流れ

（資本勘定の自由化については慎重姿勢。

　資本規制は経常収支の動向により左右。）

具体的な施策

直接投資
対内直接投資は70年代まで制限的。しかし、経常収支

赤字が継続下で80年代に緩和姿勢に転換。

・ネガティブリスト方式を採用（84年）

・卸・小売を含め自由化分野を拡大（自由化比率は

66.1％から76.3％に）（85年）

・自動車・繊維を含め自由化分野を拡大（89年）

・ネガティブリストは全業種の5％（97年3月末時点）

ポートフォリオ投資

外国人による証券投資に対しては慎重姿勢。80年代、
外国人にとっては外国人投資家専用の投資信託が唯一

の投資チャネル。90年代は、米国からの金融自由化圧

力、OECD加盟への条件整備の中で自由化が進展

・コリア・ファンドのニューヨーク市場上場（84年）

・コリア・ヨーロッパ・ファンドのロンドン市場上場(87年）
・コリア・アジア・ファンドのロンドン、香港市場上場(91年)

・外国人投資家による直接的な対内株式投資を制限つ

きで認容（92年）（以後、段階的に制限緩和）

その他投資

80年代後半、経常収支が黒字基調時はその他投資の

流入に対しては制限的であったが、89年に赤字基調に

転じると、流入促進に政策転換

(次表参照）

（出所）荒巻健二著「資本取引自由化と国際資本フロー　－韓国、タイ、インドネシアのケース－」、

　　　財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」平成21年第1号（通巻第93号）2009年3月
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 後の通貨危機の一因となったその他投資（主として銀行借入れ）の受け入れ

方針も、経常収支の動きに合わせて変化した。対外借入れは元々許可制だった

が、80 年代後半から徐々に緩和が始まった。 
そして、図表 2-2 にあるように 90 年代には矢継ぎ早な規制緩和が実施されて

いる。しかし、90 年代の自由化のうち、以下の三つは 初の危機の背景となる

深刻な問題を引き起こした。 

 
図表 2-2 通貨危機前における資本流入規制の変化－その他投資 

その他投資 具体的背策

金融機関 借入

・対外借入れは許可を要する（84年時点）

・1千万米ドル以上・1年超の外国為替銀行による借入は事前申告、1千万米ドル未満・1年

　超は事前報告（87年）

・金融機関の対外借入れに対する中銀のインフォーマル規制を廃止（94年頃）

ポジション規制

・外国為替銀行による直物為替の売り持ちポジションを禁止（86年）

・直物買い持ちポジションは前月の平均買い持ち高の少なくとも１％を強制（89年）（その後、

　２％に引き上げ（90年）、１％に引き下げ(91年)、廃止(92年））

・総合売り持ちポジション上限引き上げ(92年）（93年に再引き上げ）

・直物売り持ちポジション（以前は禁止）を容認（92年）

・総合売り持ちポジション及び直物売り持ちポジションを引下げ（96年）

預金・準備比率

・外貨預金準備比率を1％から10％へ引き上げ、更に20％に引き上げ（85年）

　（その後、4.5％に引き下げ（87年）、11.5％に引き上げ（96年）、7％に引き下げ（96年）

企業

・対外借入れは許可を要する（86年末時点）

・事実上、企業の対外借入れは認められない（94年末時点）

・資本財の輸入をファイナンスするために、非製造業の中小企業の一部には、制限つきで

　借入れを容認。（96年末時点）

その他関連規制 ・非居住者によるウォン勘定を容認（93年）

（原注）　（　）内は制度改正年。○○時点とある場合、改正年ではなく、そうした規制がその時点で存在していることを示す。

（出所）荒巻健二著「資本取引自由化と国際資本フロー　－韓国、タイ、インドネシアのケース－」、

　　　財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」平成21年第1号（通巻第93号）2009年3月  
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 第一に、金融機関の対外借入について、長期対外借入の上限規制は維持され

たものの、対外借入の総額規制が撤廃されことである（94 年）。これを受けて、

金融機関では、事実上自由化された短期対外借入が急増し（図表 2-3）、外貨建

て資産・負債のミスマッチの拡大から、為替相場の変動に対して脆弱な財務構

造となった。 
そのため、97 年に国内景気が減速し新興市場の通貨・金融危機が深刻化する

と、銀行の資産内容に対する懸念が高まり、地場商業銀行の短期対外借入のロ

ールオーバーが拒否され外貨流動性不足が発生した。これが、韓国が IMF への

支援を要請する契機となった。 
第二に、ノンバンクに対する対外証券投資の自由化（94 年）や対非居住者外

貨建て貸出の自由化（96 年）がある。ノンバンクは商業銀行に比し国内の資金

調達力に劣るため短期対外借入を拡大させる一方、国内やインドネシア等周辺

諸国への貸出、ロシアの債券などへの投資を活発化させた。97 年以降のアジア

通貨危機をはじめ新興市場の通貨・金融危機により、資産内容が急速に悪化す

る結果となり、ノンバンクでは流動性に問題が生じ、ノンバンクからの融資回

収に伴い財閥の経営破綻が顕在化した。 
第三に、海外への進出企業に対し、進出先の外資系金融機関からの借入が自

由化された（94 年）。これにより、企業部門において、親会社の保障が付与され

た海外現地法人による対外借入が拡大し、通貨の急落に伴う返済負担の増大が

深刻な経営悪化をまねく結果となった。 
このように韓国では、短期借入を助長するような自由化が行われたことや、

規制・監督が不充分なままノンバンクに為替取引を認めたことに問題があった

といえる。これらが韓国にアジア通貨危機が波及した一因といえる。 
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図表 2-3 90 年代韓国の国際収支 
（億ドル）

1995 1996 1997 1998 1999 2000

経常収支 -80 -230 -82 426 245 148

  (GDP比） -1.5% -4.1% -1.6% 11.9% 5.3% 2.8%

資本収支 163 233 14 -48 27 104

　投資収支 168 239 20 -49 31 110

　　　直接投資 -18 -23 -16 12 55 48

　　　　対外投資 -36 -47 -44 -42 -38 -45

　　　　対内投資 18 23 28 54 93 93

　　　証券投資 117 151 144 -12 92 122

　　　　うち韓国株式への投資 42 60 25 39 121 131

　　　その他投資 70 110 -107 -42 -111 -58

　　　　貿易信用 26 37 -56 -83 31 14

　　　　ローン 113 138 -81 21 -86 -71

　　　　　長期 35 45 215 156 -145 -24

　　　　　短期 78 93 -296 -135 59 -47

　　　　現預金 -17 -26 2 16 -29 5

　　その他資本収支 -5 -6 -6 2 -4 -6

外貨準備増減 -70 -14 119 -310 -230 -238

誤差脱漏 -12 11 -51 -69 -42 -14

 （資料）韓国銀行 (注）外貨準備増減のマイナスは増加を示す。  
 

図表 2-4 90 年代韓国の対外債務 

(億ドル）

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

債務残高 836 1,130 1,509 1,673 1,555 1,448 1,414

　（GDP比） (19.7%) (21.9%) (27.1%) (32.4%) (43.5%) (31.3%) (26.5%)

短期債務 385 549 759 638 396 431 497

　（GDP比） (9.1%) (10.6%) (13.6%) (12.3%) (11.1%) (9.3%) (9.3%)

 　一般政府 0 0 0 0 1 0 0

　金融当局 1 1 1 1 9 18 17

　金融機関 298 443 611 492 311 338 373

　　うち地場銀行 179 286 422 273 151 186 229

　　うち外銀支店 119 157 189 219 161 151 144

　企業 85 105 147 144 75 75 106

長期債務 452 581 750 1,035 1,159 1,017 918

　（GDP比） (10.7%) (11.2%) (13.4%) (20.1%) (32.4%) (22.0%) (17.2%)

　一般政府 72 66 61 112 158 198 192

　金融当局 7 7 5 114 211 110 96

　金融機関 186 277 383 418 414 339 241

　　うち地場銀行 164 251 350 380 386 312 223

　　うち外銀支店 22 26 33 38 28 26 19

　企業 187 231 301 391 376 370 389

　　（資料）韓国銀行  
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2. アジア通貨危機とその後の対応～強いられた自由化 
 1997 年、韓国は通貨危機に直面し、IMF に支援を求めた。そして危機後は IMF
の強い指導の下、資本・為替取引の自由化を段階的に行っていった。もっとも

IMF に強いられただけではなく、前節でみたとおり一部に偏った自由化が通貨

危機を招いたという反省から、幅広い自由化が求められた面もある。 
通貨危機、すなわち外貨枯渇を経験したのであるから、外貨の円滑な流入を

促すことに力点が置かれた。以下では 2000 年代序盤までの韓国の取り組みを振

り返ることにする。 

 
図表 2-5 韓国の為替制度、資本取引規制の推移 

年 月

1980 1 １ドル＝４８４ウォンから５８０ウォンへ切り下げ実施後、ドルペッグ制から複数通貨バスケット制へ移行。

1990 3
市場平均為替レート制へ移行。為替レートは外国為替の需給バランスによって決まることになる一方で、１日
の変動幅を制限。変動幅は当初の±0.4％から徐々に拡大され95年12月には±2.25％に。

　この間、産業の外資支配を嫌い外国人直接投資を強く規制。借款中心で外資を導入。

1997 12
11月、通貨危機を受けて変動制限幅を大幅に拡大（2.25％→10％）するもウォン暴落止まらず、自由変動為替

レート制へ移行。

1998 11

【IMFの強い指導の下、外国人の資本・為替取引の自由化を段階的に実施】（外国人投資促進法施行）

－外国人による韓国向け証券投資や金融取引の自由化

－外国人によるCP,商業手形、貿易手形購入の自由化

－外国人投資家による株式取得制限の完全撤廃

－外国人による敵対的M&Aの自由化
－外国人によるCD等短期金融商品購入の自由化

－「外国為替管理法」の改正

　　・外国人投資家による短期金融商品への投資規制撤廃

　　・韓国企業の中長期外貨借入及び海外での証券発行の自由化

－外国人による国内不動産取得の自由化

1999 4

【段階的自由化】

－第1段階：ⅰ．企業と金融機関による外国為替取引の自由化、ⅱ．企業の経常取引に関する支払上限の撤

廃、ⅲ．国内企業による短期対外借入れの原則自由化

2001 1

－第２段階:ⅰ．居住者による対外支払上限の撤廃(海外旅行,寄付,移住費用),ⅱ．海外預金,信託,外債購入等

資本取引の自由化, ⅲ．非居住者と居住者間の外貨売買の自由化,非居住者によるウォン建短期預金の自由

化

2002 4

－外国為替自由化計画発表

　・第1段階（02～05年）：非居住者のウォン建調達限度の拡大等

　・第2段階（06～08年）：資本取引許可制の廃止、金融機関の外国為替取引の取り扱い範囲制限の廃止等
　・第3段階（09～11年）：外国為替取引法の廃止による外国為替取引の完全自由化、ウォン貨のハードカレン

シーとしての育成等

(注）現実に実施されたのは第2段階（2006～08年）の一部まで。第3段階は未着手。

2004 末～ 【ウォン高・ドル安是正を目指し、韓国からの海外投資を推進】

2008 6 　－投資目的海外不動産取得の限度廃止

 (資料)IMF,　韓国銀行等  
 
(1) 危機直後の自由化政策 
 為替相場制度は、97 年 11 月に、通貨売り圧力の高まりに対応し、市場平均為
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替レート制のもとで変動許容幅が従来の上下 2.25％から同 10.0％に拡大された

ものの、資本流出圧力が治まらず、翌 12 月に自由変動相場制へ移行した。 
 一方、為替管理政策では、98 年 6 月に為替管理自由化の基本計画が発表され

た。計画では、資本移動の活発化や外国為替市場の発展を目的に、99 年 4 月に

第一段階自由化を行い、企業部門や金融機関の対外活動にかかわる為替取引に

ついて規制を緩和した後、2001 年 1 月に個人の為替・資本取引を含む第二段階

の自由化を行うことが盛り込まれた。 
 これに先立ち、資本流入の確保が急務となったことから流入規制の緩和が行

われ、98 年 5 月に非居住者による株式投資の上限規制が撤廃されたのに続いて、

外国人投資家による債券および短期金融商品への投資が自由化された。 
その後、同年 7 月には、直接投資の流入規制の緩和や、企業の長期借入およ

び長期債券発行の自由化、貿易信用の自由化が実施された。次いで、98 年 9 月

に、従来の外国為替管理法が改正され外国為替取引法が制定された（実施は 99
年 4 月）。 
 なお、金融機関の持高規制について、韓国では 81 年以来総合持高管理制度が

とられているが、98 年 7 月に、ネット売持あるいは買持の金額は前月末の資本

金（外国金融機関支店の場合は持込資本金）の 20％以内でなければならないと

され、簡素化された。 

 
(2) 第一段階自由化（1999 年 4 月から） 
 98年 6月に発表された計画に基づき、99年 4月に第一段階自由化が行われた。 
第一に、資本取引について、管理体系がポジティブ・リスト方式（原則禁止・

例外容認）からネガティブ・リスト方式（原則時自由・例外禁止）へ修正され

た。そして対外直接投資に関する規制が緩和されたほか、国内企業による期間 1
年未満の対外借入および外貨建債券の発行が認められることになった。 
非居住者に対しては期間 1 年以上の非居住者ウォン預金および信託勘定が認

められた。このほか、為替先物取引やデリバティブ取引について実需原則が撤

廃された。 
第二に、外国為替銀行制度について、免許制から登録制に変更されるととも

に、両替商についても同様に登録が義務付けられるのみとなった。 
第三に有事規制の体制が確立された。外国為替取引法 6 条に、緊急時の措置

として、資本取引の凍結、許可制の導入、外貨の中央銀行への集中、VDR
（Variable Deposit Requirement、流入資金の一定割合を中央銀行当座預金へ

の預入れを義務付ける制度）の導入などが規定された。緊急時措置の発動を効

果的に行うには、モニタリング・システムや早期警戒システムの確立が前提と

なるが、第一段階自由化に先立つ 99 年 3 月に、モニタリング・システムとして
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コンピューター・システムを通じた外国為替銀行から中央銀行への報告体制が

確立されるとともに、早期警戒システムを担うべく韓国国際金融センターが新

設された。 

 
(3) 第二段階自由化 
 98 年 9 月に制定された外国為替取引法には、経常支払・資本取引の制限につ

いて、2000 年末までの時限付き措置とすることが盛り込まれていた。 
しかし 2000 年 10 月、同法の改正が行われ、外国為替市場の安定を維持する

ために、①対外債権の回収義務、②非居住者によるウォン資金の調達に関する

規制、③不健全企業の短期対外借入に対する規制―の三項目については、2001
年以降も維持されることになった。これらの規制措置が残されたのは、アジア

危機の教訓を踏まえ、短期的投機的な資本フローの抑制や、健全性規制の拡充、

対外債務の管理の必要性が認識されるようになったことを背景としている。 

 
 2000 年 12 月、第二段階自由化に向け、外国為替取引法の施行細則である外

国為替取引規定の改正に関する基本方針が発表された。具体的には、①一部の

例外的な取引を除き、従来の事前許可制度を事後報告制度ないしは報告不要に

修正する、②自由化に伴う悪影響を回避するための補完措置として、不法取引

の管理の強化を目的に国税庁や通関庁への報告義務を強化する、③透明性の向

上を図るため、多様な解釈が予想される規定について、例示等により運用の明

確化を図ることが盛り込まれた。 
 第二段階自由化では、スポット取引について実需原則が撤廃された（為替先

物取引やデリバティブ取引については、第一段階自由化で撤廃された）が、効

果的なモニタリングを行うことを目的に、為銀制度は維持されることになった。 
2001 年年初に行われた規制緩和と事後的な管理措置の具体的な内容は、以下

の通りである。 
第一に、対外債権の回収義務について、5 万ドル以下を対象外とし、5 万ドル

超についても適用外とされる債権の範囲も拡大された。また、当局への申告を

行えば、対外債権を回収せずに海外での預金や証券投資に充当することが認め

られることになった。 
第二に、贈与や、海外旅行、留学などに関わる対外支払いの上限規制は撤廃

され、一定額を超える場合の報告に簡素化されることになった。 
第三に、居住者による外貨の購入に関する上限規制（2 万ドル）が撤廃された。

ただマネー・ロンダリング対策のため、1 万ドルを超える外貨の購入は国税庁へ

の報告が義務づけられた。 
また、非居住者による外国為替銀行からの外貨の購入が自由化される一方、
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過去に外貨の売却の実績がない場合には 1 万ドルを超える外貨の購入は中央銀

行への申告が義務付けられることになった。さらに、従来、中央銀行の事前許

可の取得が義務付けられていた居住者間または居住者と非居住者の間の外国為

替取引は、1 千ドル以上の場合に中央銀行への申告が求められるのみになった。

ただし、両替商による居住者への外貨売りは、引き続き禁止とされた。 
第四に、預金および信託について、非居住者に対する期間 1 年未満のウォン

建て国内預金および信託に関する規制は撤廃されるほか、居住者の海外預金お

よび信託の入金および引き出しが自由化されることになった。このうち、後者

については、中央銀行や国税庁への申告や報告体制が拡充された。 
 第五に、対外借入およびウォン建て貸出について、個人および非営利団体に

よる短期対外借入が、中央銀行への申告を条件に認められることになった。た

だし、第三者の保証付き借入は認められない。また、先に述べたとおり、不健

全な地場企業の対外借入に対する規制は残されるほか、非居住者へのウォン建

て貸出の上限規制も、従来の 1 億ウォンから 10 億ウォンに引き上げられるもの

の、維持されることになった。 
第六に、証券投資について、居住者と非居住者の間の店頭取引が自由化され

ることになった。 
第七に、居住者による海外不動産の取得について、中央銀行への申告が受理

されれば、教育施設や病院、宗教活動を目的とする不動産の購入を行うことが

できるようになった。 
第八に、外国為替業務の定義が拡大され、外貨建ての保険業務や設備レンタ

ル事業が含まれることになった。これは、こうした事業者が一定の規模を超え

て外貨債務を有する場合に、外国為替事業者として登録させ、当局の規制・監

督の対象とすることを意図している。 
第九には、企業の決済方法について、対外債権・債務の決済コストの削減を

目的に、本支社間のマルチ・ネッティングが認められることになった。 
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3. ウォン高対策としての自由化の開始～資本流出の促進 
 危機後の韓国経済を取り巻く環境は決して穏やかなものではなかった。 

99 年、2000 年の成長率は高かったものの（それぞれ 10.9％、8.5％）、2000
年後半には米国で IT バブル崩壊が始まった。自由化を進めていた韓国株の米国

株への連動性は既に高まっており、同年 1 年間の株価下落率は韓国総合株価指

数で 52.4％、店頭株（KOSDAQ）指数で 80.2％という大幅下落を記録した。前

年の大宇破たんとこの株価下落により、投資信託の大手 3 社が全て債務超過に

陥る事態となった。また 2000 年央には現代グループの資金繰り悪化と経営内紛

も表面化した。 

 
再び高まる不安に対処するため、政府は 2000 年 9 月、「第 2 段階企業・構造

調整推進計画」を発表した（図表 2-7）。この計画は、①大企業 287 社の信用リ

スクを緊急に調査し（10 月）、再生不可能企業は退場させる（11 月 52 社が整理

対象とされた）一方、②2001 年に大量償還（65 兆ウォン）を迎える社債を政府

系産業銀行が買い取る（「社債迅速引受方式」）救済措置であった。 
金融部門では、経営悪化した 6 銀行に公的資本を注入し、金融持ち株会社に

よる統合を推進することになった。この結果、2001 年 3 月にウリィ金融持ち株

会社が設立された。さらに同月には、銀行別「企業信用リスク常時評価システ

ム」が導入された。この結果、商業銀行は 6 カ月おきに「企業信用リスク常時

評価」を実施できるようになった。1,000 社を超える企業が対象になり、2001
年上半期に 141 社、下期に 15 社を整理対象企業とする「成果」を挙げている。

同時に政府は会社整理法を改正し、会社整理や法的管理の迅速化を図った。 
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このような努力の結果、韓国経済の構造改革は進み、海外からの信認も回復

した。2002 年からは資本収支が改善し外貨準備の積み上がりピッチが回復し、

為替レートもウォン高に転じ始めた（図表 2-6）。 
 2003 年以降もこの動きは定着し、政策当局はウォン高への警戒を強めていく

ことになった。 

 
図表 2-6 2000 年以降の為替相場と外貨準備増減 
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図表 2-7 韓国の企業・金融改革の推移（1997～2005 年） 

財閥動向・改革政策 金融動向・改革政策

1997年 12月

1998年 1月 政府が企業改革5原則で財閥と合意 第一銀行、ソウル銀行を国有化

2月 金大中政権発足

4月 金融監督委員会発足

6月
再生不可能な55社を整理対象に。
ワークアウトによる企業改革

再生不可能な5銀行を整理

9月 金融産業の構造改革に関する法律制定

1999年 5月 持ち株会社解禁

7月 大宇グループが破たん

8月 企業改革の追加3原則合意

12月 財閥の出資総額を規制する公正取引法改正 資産査定基準の厳格化

2000年 5月 現代グループの資金繰り悪化と内紛

9月

12月

社債迅速引受方式（主要企業の借り換え社債の多
くを政府系の産業銀行が買い取り支援） 経営悪化したハンビット、平和など5銀行を国有化→

2001年4月にこれら4行が統合しウリィ金融持ち株会
社を設立。
金融持ち株会社法制定。

2001年 1月 ペイオフ解禁

3月

4月
LGグループ再編。化学部門を統括する持ち株会社
LGCI発足

ウリィ金融持ち株会社設立

9月 企業構造調整促進法制定 新韓金融持ち株会社設立

10月 国民銀行と住宅銀行が合併

2002年 4月
LGグループ再編第2弾。電子部門を統括する持ち株
会社LGEI発足

2003年 2月 ノムヒョン政権発足

3月 LGCIとLGEIが合併、LG発足

１1月 LGカード経営不安表面化

12月 公正取引委員会「市場改革3カ年計画」策定

2004年 1月 LGカード、産業銀行下で再建へ

4月 シティバンク、韓美銀行を買収

10月
現代自動車グループのINIスチールが韓宝鉄鋼を買
収

2005年 1月 英スタンダートチャータード銀行が第一銀行を買収

　（出所）高龍秀著「韓国の企業・金融改革」（東京経済新報社、2009年）第1章、表Ⅰ-2、Ⅰ-5より作成。

IMFによる支援・コンディショナリティ承認

第2段階企業・金融構造調整推進計画を発表

銀行別の「企業信用リスク常時評価システム」を導入
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(1) ウォン高の持続と介入による対抗 
 振り返ってみれば、その後ウォン高は、スピードこそ一様ではないが、2007
年末頃まで 6 年越しで続くことになった。2002 年 3 月末（1 ドル=1,326 ウォン）

から 2007 年 10 月末（同 901 ウォン）までで、約 3 割の上昇であった。当然、

輸出依存度の高い韓国経済にとっては景気減速要因となる。これを警戒する通

貨当局は、外国為替市場への大規模なウォン売り・ドル買い介入を繰り返し実

施した。 
 韓国は為替介入の実績について公表しておらず、日時、規模を特定すること

は難しい。しかし、外貨準備高の増減をみることで大まかな傾向を掴むことは

できよう。ウォン売り・ドル買い介入は外貨準備高の増加要因となり、逆にウ

ォン買い・ドル売りは減少要因となる。 
 外貨準備の増加ぶりが目立つのは 2003 年から 2004 年にかけてだ。特に 2004
年 11 月は 1 兆 4,214 億ドルという過去 大の増加となった。この時期、通貨当

局が活発に介入（ウォン売り・ドル買い）を実施していたことを窺わせる（図

表 2-6）。 
 ただし、この介入が期待された効果を発揮したとは言い難いかもしれない。

既にみたとおり、介入にも関わらずウォン高が続いたからである。もっとも介

入がなかったならば、ウォン高がさらに進んでいたとも考えられるので、その

意味では効果があったのかもしれないが、ここでは介入効果の評価には立ち入

らない。 
 また、ウォン金利がドル金利を上回る中でのドル買い介入は、通貨当局にと

って逆ザヤの取引（ウォン調達金利＞外貨運用収益率）となるため、損失が発

生する。実際、介入の為の特別会計（外国為替平衡基金）の赤字は、2001 年は

0.7 兆ウォンに過ぎなかったが、2002 年 2.5 兆ウォン、2003 年 2.8 兆ウォン、

2004 年 15.4 兆ウォン、2005 年 18.9 兆ウォンと拡大していった。政府は介入に

頼らないウォン高対策を迫られることになった。 
 

(2) 資本流出促進を狙った自由化 
 2003 年から 2005 年にかけては資本取引規制に目立った変化はなかった。だ

が、上述のように 2005 年になると、活発な資本流入によるウォン高が問題にな

ってきた。 
 そこで韓国政府は 2005 年 6 月、「海外投資活性化方案」を発表した。方案に

は海外不動産取得の緩和や直接投資の緩和方針が盛り込まれており、一部は翌

月から実施された。そして、2006 年 1 月には「海外投資促進方案」を発表、そ

の後も韓国からの投資を促す規制緩和が続いていく。 
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 韓国政府は、韓国からの海外投資を拡大することによって、国内勢のドル需

要を高め、外国為替市場におけるウォン相場への上昇圧力を和らげようとした

のである。この措置は、従来の流入促進、流出阻止政策からの大きな転換であ

ったといえよう。 
 そして、実際に韓国からの対外投資は、直接投資、証券投資、その他投資と

もに、2006 年以降急増し、リーマン・ショック前までは活況を呈するのである。 

 
図表 2-8 2005 年以降の国際収支の推移 

（単位：億ドル）

2005 2006 2007 2008 2009 2010

経常収支 186 141 218 32 328 282

　（GDP比） (2.2%) (1.5%) (2.1%) (0.3%) (3.9%) (3.1%)

資本収支 3 80 -87 -576 340 18

　投資収支 26 111 -64 -577 337 19

　　　直接投資 -1 -76 -179 -169 -149 -194

　　　　対外投資 -64 -112 -197 -203 -172 -192

　　　　対内投資 63 36 18 33 22 -2

　　　証券投資 -35 -232 -261 -24 497 386

　　　　うち韓国株式への投資 33 -84 -287 -336 249 230

　　　その他投資 44 414 322 -236 20 -172

　　　　貿易信用 58 45 -11 1 -12 -25

　　　　ローン 13 429 328 -343 82 -113

　　　　　長期 -58 -27 -11 -42 12 46

　　　　　短期 71 456 339 -301 70 -159

　　　　現預金 -20 -38 16 72 -101 -12

　　その他資本収支 -23 -31 -24 1 3 -2

外貨準備増減 -198 -221 -151 564 -687 -271

誤差脱漏 9 1 21 -20 19 -29

 （資料）韓国銀行、IMF (注）外貨準備増減のマイナスは増加を示す。  
 
 なお、外為制度、資本規制変遷の詳細については、巻末資料 1 を参照された

い。 
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4. 維持された規制と運用の実態 
しかし、通貨危機後の韓国の政策は自由化一辺倒だったわけではない。韓国

は直接投資、株式投資、証券投資の受け入れについてはほぼ自由化が完成した

といえるが、そのほかではまだ細かな規制が残っている。 

 
 まず、第 1 章 1.韓国の為替制度の変遷でも触れたが、フロート制といっても

韓国は市場介入を多用していることで、「自由」のつかないフロート制に分類さ

れている。 
当局の監視が強いためであるが、その理由のひとつが、為替投機に対する警

戒である。アジア通貨危機後、政府は外為取引の自由化を進めたが、同時に進

められたのが監視体制の整備であった。FSC（Financial Service Commission）
は韓国での外為取引を常時モニターしている。また昨年 6 月に当局は、資本流

出入緩和策の一環として資本流出入モニタリング本部の設置も発表している

（詳細は未発表）。 

 
以下では、現在も残っている外為取引規制を、その根拠条文（外国為替取引

規程 2010.8.20 企画財政部告示第 2010-17 号）とともに解説する。 初に経常

取引に関する規制、次いで資本取引に関する規制である。なお、巻末に外国為

替取引規程の抜粋を資料として添付した（巻末資料 2）。経常取引から直接投資

まで、外為取引規制に関する条文を網羅しているので参照されたい。翻訳は、

当研究所の依頼により日韓通訳兼翻訳家である鄭淑仁氏が行った。 

 
【経常取引に関する制限】 
 原則自由とされている経常取引についても、まだ多くの規制が残されている。

その中で、現地の日系企業や金融機関から緩和要望が強かったのは実需原則で

ある。これは 1 千ドルを超過する支払いの際には、外国為替銀行に支払い事由、

金額を立証する証憑書類を提出しなければならないとする制度である。 
5 千万ドル以上の実績がある輸出入業者にとっては手続きの簡素化も可能で

あるが、外為銀行に実需の確認義務があり、証憑文書の確認には 1～2 日かかる

のが通常である。 
 他にも、外貨の流出を抑制する制限が残っている。海外への支払については

各種の制限が課せられているほか、獲得した外貨の回収義務もある。外貨の回

収義務は、2000 年 10 月の外為取引法改正を機に廃止されるはずだったが、為

替市場の安定と不法為替取引に対する制裁根拠の維持を目的に残された。 
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制限内容 参照条文、備考 

実需原則 

1 千ドルを超過する支払いの際には、外国

為替銀行に支払い事由、金額を立証する証憑

書類を提出しなければならない。申告等が義

務付けられている取引については、申告等が

完了後にはじめて送金できる。 

ただし、以下の場合は例外。 

・外国人居住者 

・年間累計額が 5 万ドル以内の場合 

・年間累計額が 5 万ドル超で該当取引の内

容と金額を書類で銀行の長が確認できる

場合 

・前年度輸出入のいずれかが 5 千万ドル以

上であった企業の貿易代金の支払い（証憑

書類の 3 年保管義務あり） 

・海外旅行費用、在外韓国人の送金など、

本条の適用除外が認められた支払い 

第 4 章支払と受領 

§4-2（支払等の手続き） 

§4-3（居住者の支払等手続きの例外） 

 

国内居住の外国人等が継続的に行う送金

については、事前に送金を行う銀行を指定

し、手続きの簡略化ができる制度がある。こ

の制度は、国内で受け取った報酬、所得の送

金の際に利用できる。 

外為銀行の義務 

外為銀行は、1 千ドルを超過する支払い、

2 万ドルを超過する受領について、外国為替

取引法の申告等（申告、申告受理、許可、確

認、認定）の対象であるかを確認しなければ

ならない。確認後、外為銀行は支払証憑書類

に、支払日、金額及び支払銀行を表示し、書

類を提出者に返還する。 

第 2 章第 1 節 外国為替銀行 

§2-1-2（支払及び受領） 

§2-2（外貨の買入） 

§2-3（外国為替の売却） 

外為銀行は提出者氏名、金額、事由等を記

録した支払申請書等を保存する義務を負う。

 

非居住者、外国人居住者の支払限度 

① 外国から合法的に受領、又は携行し

た外貨の範囲内 

② 非居住者の国内ウォン預金等の元利

金、外国人居住者の国内不動産売却

代金などに対して、韓国銀行総裁に

申告した範囲内 

③ 国内雇用等で得た所得の支払、社会

保険、保障給付、年金などの範囲内

第 4 章 支払と受領 

§4-4（非居住者や外国人居住者への支払） 

第 6 章支払手段等の輸出入 

§6-2（申告等） 
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④ 駐韓外交機関が徴収した領事収入等

⑤ 外交官、国連軍等入国者の外貨売却

実績範囲内の支払 

⑥ その他資金の取得経緯を証明する書

類を提出し、外為銀行の確認を受け

た支払 

⑦ 上記に該当しない場合でも年間 5 万

ドルの範囲内で指定取引外為銀行を

通じて支払うことができる 

⑧ 非居住者が外為銀行から買った 1 万

ドル以内の外貨 

⑨ 外国人居住者が支払う 1 万ドル以内

の海外旅行経費 

金融機関の国税庁、関税庁に対する通知義務

国税庁、金融監督院への通知（翌月 10 日ま

で） 

① 居住者の証憑未提出送金が年間 1 万ドル

を超過する場合 

② 居住者の海外預金取引の支払いが年間 5

万ドルを超過する場合 

③ 海外留学生、海外滞在者の海外旅行経費

が年間 10 万ドルを超過する場合 

④ 上記の場合を除き、1 件当たり 1 万ドル

を超過する金額を、外為銀行を通じて支

払う場合 

 

関税庁に対する通知（翌月 10 日まで） 

① 輸出入代金の支払受領 

② 外為銀行を通じた役務対価の支払受領 

③ 証憑書類未提出送金 

④ 上記以外に 1 件当たり 1 万ドルを超過す

る支払 

第 4 章支払と受領 

§4-8（国税庁長官等に対する通知） 

決済方法に関する規定 

 

以下の取引については韓国銀行への申告

第 5 章支払等の方法 

2 節 相殺 

§5-4～7 
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が必要。 

① 相殺による支払等 

② 企画財政部長官が定める期間を超過する

支払等 

③ 第三者の支払等 

④ 外為銀行を通さない支払等 

 

下記取引は自由に行える。 

① 既に資本取引の申告をした者 

② 韓国銀行、外為銀行、総合金融会社が外

国為替業務として行う送金 

③ 取引当事者の一方が既に海外送金申告等

を行っている場合 

④ 対外貿易管理規定で定めた一部物品の輸

出入代金を送金、受領する場合 

3節 企画財政部長官が定める期間を超過す

る支払等 

§5-8 

4 節 第三者の支払等 

§5-10 

5 節 外為銀行を通さない支払等 

§5-11 

 

債権の回収義務 

居住者が非居住者に対し 1 件当たり 50 万

ドルを超過する債権を保有している場合、居

住者は当該債権の満期日から1年6カ月以内

にこれを国内に回収する義務がある。 

§1-3（債権の回収） 

例外規定 

① 海外保有が認定された債権 

② 外国人居住者が外国にいる非居住者から

の贈与・相続・遺贈によって取得した債

権 

③ 海外直接投資に使おうとする場合等 

支払手段等の輸出入 

1万ドルを超える支払手段や証券を直接携

帯または郵便等で輸出入する場合には、税関

に申告が必要。 

第6章 支払い手段等の輸出入 

§6-1～4 
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【資本取引に関する制限】 
 資本取引については、経常取引以上に制限が設けられており、数多くの申告

制が残っている。自由な資本移動を認めると、外貨管理が難しくなるためであ

ろう。 
 資本取引は 2002 年に許可制から申告制に変わった。「申告」は基本的に事前

申請を想定していると考えられる。例えば、外国為替取引規程 7-6 条（取引手

続き等）②項は、「（前略）居住者または非居住者が居住者と国内で預金取引及

び信託取引をしようとする場合は、韓国銀行総裁に申告しなければならない」

と書かれているからである。 
 一方、7-12 条（報告等）①項に、「（前略）国内に回収しなければならない対

外債権を回収せずに海外から入金した場合は、入金日から 30 日以内に海外入金

報告書を指定取引外国為替銀行の長に提出しなければならず、指定取引外国為

替銀行の長は翌年度の初月末日までに韓国銀行総裁に報告しなければならな

い。」としており、「申告」と「報告」を使い分けている。「報告」が事後を指す

のは疑いないだろう。 
 申告が事前を指すのであれば、受理をする際に受理／不受理を巡って、当局

の裁量が働く余地がある場合も考えられよう。許可制から申告制への変更は基

本的には規制緩和と考えるが、緩和の効果を計るには、運用の実態を確認する

必要があるかも知れない。 
 さて経常取引への制限と同様、資本取引においても外貨への流出を抑制する

規制が目立つ。居住者による外貨での借り入れ、外貨建て証券の発行、海外へ

の債務保証などはいずれも申告が必要になっている。 
 外国からの投資の受入については自由化が進んでいる。しかし投資専用の口

座を通じての投資に限定されており、流入した外貨が投資以外に流れることが

ないように管理されている。 
外資を必要としつつ、当局は非居住者と居住者間の取引には警戒もしている

ことを窺わせる。 

 
預金および信託契約に伴う資本取引 

制限内容 参照条文、備考 

国民である非居住者が国内で使用するた

めのウォンによる預金取引、信託取引につ

いては、申告は不要だが、それ以外の取引

については韓国銀行に申告しなければなら

ない。 

居住者の海外外貨預金、信託については、

第 7 章第 2 節 

§7-6～10（国内預金、信託） 

§7-11～12（海外預金、信託） 
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§7-11 が規定する 13 項目の申告例外取引を

除いて指定取引外為銀行または韓国銀行に

申告しなければならない。 

 
金銭貸借および債務の保証取引 
金銭の貸借取引 通貨種類 制限内容、参照条文 

外貨建 §7-14（居住者の外貨資金借入） 

指定取引外為銀行に申告が必要。但し、

外国人投資促進法による借款契約等の申

告例外取引は除外。 

1 年間の累積借入額が 3 千万ドルを超え

た場合は、指定取引外為銀行経由で、企画

財政部へ申告が必要。但し租税減免措置を

受けた高度技術企業の外国人投資金額以

内（外国人投資比率が 3 分の 1 未満の場合

は外国人投資金額の 100 分 75 以内）の金

額および外国人投資促進法によって一般

製造業を営む企業の外国人投資金額の 100

分の 50 以内の金額で、1 年以下の短期外貨

建借入は指定取引外為銀行への申告のみ

で可。 

居住者による非居住

者からの借入 

ウォン建 §7-15（居住者のウォン資金借入） 

指定外為銀行を経由し企画財政部へ申

告。 

外貨建 

居住者から非居住者

への貸出 

ウォン建 

§7-16（居住者の非居住者に対する貸付） 

韓国銀行へ申告が必要。但し申告取引が

他の居住者の保証または担保の提供を受

けて貸付を行う場合および 10 億ウォンを

超過するウォン建貸付の場合は、貸付を受

けようとする非居住者が申告。 
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債務保証契約 
制限内容 参照条文、備考 

§7-17 に 12 項目の例外取引あり。 

居住者間の取引に他の居住者が外貨表示

保証を行う場合や、輸出業者が外国の取引先

（輸入業者）の借入に外貨建保証を行う場合

など 12 項目。 

§7-17（申告例外取引） 

海外現法のリース債務を本社等が保証す

る場合など§7-18 に挙げられた 5 項目は外為

銀行の長への申告が必要。 

§7-17～18 で規定した場合を除き居住者

と非居住者との取引又は非居住者間の取引

に関して居住者が債務保証をする場合には

韓国銀行総裁に申告が必要。 

§7-18（外為銀行の長への申告） 

§7-19（中央銀行総裁への申告） 

 
対外支払手段、債権、その他の売買および役務契約による資本取引 
制限内容 参照条文、備考 

居住者間の取引は、一部の例外取引を除

き、韓国銀行への申告が必要であり、申告対

象外取引であっても、外為銀行を通して支払

わなければならない。 

§7-20（居住者間の取引） 

居住者と非居住者の取引は、原則として韓

国銀行への申告が必要である。 

更に居住者が外国の不動産、施設等の利

用・使用または会員権購入契約を締結する場

合で取得金額が 10 万ドルを超過する場合、

外為銀行はその取引を国税庁に通知する必

要がある。金額が 5 万ドル超の場合は金融監

督院に通知する必要がある。 

§7-21（居住者と非居住者の取引） 
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証券の発行 
発行者 発行場所 通貨 制限内容、参照条文 

ウォン 規制対象外 
国内 

外貨 申告必要なし§7-22（居住者の証券発行）

ウォン 企画財政部へ申告§7-22、7-29 居住者 

外国 外貨 指定外為銀行への申告が必要§7-22。また

外貨借入規定（§7-14）を準用 

ウォン 発行資金の用途を記載した発行計画書等

を企画財政部に申告。調達した資金は申

告した使途で使わなくてはならない

§7-23（非居住者の証券発行）§7-24、7-27

国内 

外貨 同上 

ウォン 同上§7-23、§7-30 

非居住者 

外国 
外貨 規制対象外 

 
証券の取得 
制限内容 参照条文、備考 

居住者の証券取得 

12 項目の例外を除き、韓国銀行総裁への

申告が必要。また翌年 1 月末に証券保有現況

を韓国銀行総裁に報告する必要。 

§7-31（居住者の証券取得） 

例外規定 

1．投資目的での外貨証券取得、2．非居住者

から相続・遺贈・贈与により証券を取得する

場合、等 

非居住者の証券取得 

外国人投資促進法で認められた証券取得

等、11 項目については申告不要。 

しかし、非居住者が居住者から国内法人の

非上場、非登録内国通貨表示株式を取得する

際、外国人投資促進法で認められている場合

を除いて外為銀行の長に申告する必要があ

る。 

§7-32（非居住者の証券取得） 

§7-36（外国人投資者の国内ウォン貨証券投

資手続き、適用範囲） 

 

 

外国人投資者は、外為銀行に開設する本人

名義の投資専用対外勘定、投資専用非居住者

ウォン貨勘定を通して国内ウォン貨証券へ

の投資を行う。投資専用対外勘定に預けてお

くことができる資金は、外国からの送金など

に限られる。 

§7-37（証券投資専用勘定など） 
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外国への送金は自由。ただし、非居住者ウ

ォン貨勘定からのウォン引き出しには制限

がある。同一者、同一人基準で 1 万ドルを超

過する引き出しは、金融監督院長へ通報。 

外為銀行は、投資専用対外勘定の現況を翌

月 15 日までに韓国銀行総裁に提出しなくて

はならない。 

§7-39（報告） 

 
デリバティブ取引 
制限内容 参照条文、備考 

外為銀行が外国為替業務として行う取引

は申告の必要なし。 

それ以外の取引は韓国銀行に申告が必要。

また外為銀行が行う取引でも、額面金額の

20％以上をオプションプレミアム等前払い

手数料として支払う取引等 3 項目について

は、韓国銀行総裁に申告が必要。 

§7-40（派生金融取引手続き） 

韓国取引所は毎月デリバティブ取引実績

を韓国銀行総裁に報告しなければならない。

§7-41（決済手続きなど） 

外国人投資者は投資専用勘定を通じて、取

引を行わねばならない。 

§7-42（投資専用外貨勘定等） 
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不動産取引 

 制限内容 参照条文、備考 

外国不動産の取得には、韓国銀行総

裁または指定取引外為銀行の長に審査

を申し出る必要がある。 

§9-38（申告受理要件の審査） 

銀行の海外進出のための取得等 8 項

目の例外を除き、韓国銀行総裁に申請

が必要。 

ただし、投資目的の不動産取得、海

外で 2 年以上滞在する目的で住居用不

動産を取得する場合は、指定取引外為

銀行の長に申告する。 

§9-39（申告受理の手続き） 

居住者の

外国不動

産取得 

韓国銀行総裁と指定外為銀行の長

は、申告受理内容を毎翌月 20 日までに

国税庁長に通知しなくてはならない。

§9-40（事後管理） 

§9-42 に挙げられた 5 項目の例外を

除き、国内不動産取得には取引を立証

できる書類を添付して外為銀行の長に

申告しなくてはならない。 

上記以外は韓国銀行総裁に申告する

必要がある。 

§9-42（申告手続き） 

§9-43（売却代金の支払等） 

非居住者

の国内不

動産取得 

なお、外国人が韓国で土地を取得した場合、外為取引法上の申告とは別に、

契約締結から 60 日以内に当該自治体に申告する必要がある。 

 
その他の資本取引 
制限内容 参照条文 

居住者と非居住者の間の賃貸借契約・担

保・保証・保険・組合・使用貸借・債務の引

き受けその他これに類する契約に伴う債権

の発生等に関する取引等、§7-44 に挙げられ

た 4 項目。 

§7-44（適用範囲） 

クレジットカードによるキャッシングサ

ービス取引など§7-45 に挙げられた 24 項目

は申告の例外とされている。 

§7-45（申告の例外取引） 

申告を必要とする取引と申告先の規定。 §7-45、§7-46（申告等） 
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 図表 2-9 は、IMF の資料をもとに日韓の規制の比較をしたものである。比較

することで韓国には多くの規制が残っていることがわかる。 

 
図表 2-9 日韓の為替制度・資本規制比較 

日本（2009年12月現在） 韓国（2010年8月現在）

為替制度

自由フロート制。

しかし、市場の異常な状態に対抗するために当局は

介入することがある。2004年3月から介入はない（訳

注　2010年9月に実施）。

フロート制。

当局による介入実績が公表されていないため、2009

年5月1日付で、自由フロート制からフロート制に再分

類された。

外為市場

ディーラーは自由に、アスク／ビッドスプレッド、売買

手数料を決めることができる。

対顧客市場（OTC）と取引所に二分されている。

OTCは、輸出入業者や個人の他、非居住者、銀行間

取引も含まれる。外為銀行は顧客に対し、自由に手

数料を設定できる。

取引所では標準化されたプロダクツが取引されてい

る。先物も売買可能。

スポット市場

完全に自由化されている。ただし、1百万円／月以上

の取引には報告が必要で、約200社がMOFに報告し

ている。

2009年12月31日現在、64社が企画財政部（MOSF）か

ら免許をうけ活動している。両替所は韓国銀行に登録

する必要があり1,421社が登録されている。

インターバンク市場

ブローカー取引も銀行間取引も活発である。 外為銀行は主に外為ポジションを処分するために参

加する。銀行間取引は主としてブローカー経由で行わ

れる。2009年12月現在、銀行間市場の参加者は、外

為銀行50行、ブローカー8社、証券会社4社、投資銀

行2社となっている。

フォワード市場

自由に取引されている。中央銀行が外国為替デリバ

市場に参加することはない。

外為銀行は自由にフォワード取引を実行できる。

2010年8月1日から、企業が実需（輸出入）ヘッジ目的

で行うデリバティブ取引規制（フォワード取引を含む）

は、実需の125％から100％に引き下げられた。125％

に規制されたのは同年1月1日から。

指定通貨
なし あり。ウォン以外の通貨間のあらゆる決済は可能。

自国通貨使用の管理
なし あり

経常取引
なし 非居住者は、非居住者用フリーウォン勘定を通しての

み取引可能。

資本取引 なし あり

デリバ取引 なし あり

居住者間の外為使用

なし なし。

居住者は外為銀行から供給された支払手段を使っ

て、外貨建て取引を行う。

金の取引規制

1キロを超える輸出入は、税関を通して財務省に申告

する必要がある。

輸出入は外国貿易法に従う。2009年2月、1万ドルを超

える金を支払手段として使う場合の管理は、外国為替

管理法から除かれた。

銀行券の輸出入

100万円相当以上の銀行券（内外貨を問わず。小切

手や手形を含む）の輸出入は、税関を通して財務省に

報告する必要がある。

（輸出）1万ドル相当を超えてウォン貨を輸出するに

は、税関への申告が必要。外貨についても同様。但

し、非居住者が韓国滞在中に両替した金額について

は別枠。

（輸入）居住者、非居住者を問わず、1万ドル相当を超

過する内外貨を持ち込む場合は、税関への申告が必

要。

居住者の外貨保有 可 可

保険会社には外貨保有の上限規制あり（総資産の

30％）

海外で保有する口座については、1人1日当たり5万ド

ルを超える送金をする場合は、事前に韓国銀行へ届

けが必要。

(資料）IMF
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（図表 2-9 ②） 

日本（2009年12月現在） 韓国（2010年8月現在）

非居住者口座

外貨 可 引き出し、送金は自由。

国内通貨

可 3種類の口座を外為銀行に開設可能。

(1)非居住者国内預金口座、(2)フリーウォン口座、(3)

投資専用国内預金口座。(1)は国内決済用、(2)は国

際決済用。(3)は証券投資、マネーマーケット商品専

用の決済口座である。

外貨への交換性
あり 上記(2)(3)からの交換は自由。しかし、(1)からの海外

送金については韓国銀行への通知が必要。

口座間移動の制限 なし (1)(2)間、(1)(3)間、(2)同士の間の資金移動は不可。

輸入 ＜略＞ ＜略＞

輸出

資金回収規定

なし 50万ドルを超過する輸出については、決済から1年半

以内に資金を国内に回収する必要がある。ただし、外

国為替取引法令に応じて、海外での保有、海外取引

への使用が認められる。

サービス取引
＜略＞ ＜略＞

資本取引
ネガティブリスト形式。

資金回収規定
なし 輸出に準じる。

株式

非居住者の国内株保有

基本的に自由。しかし、購入が投資専用口座を通して

でない場合、外為銀行か韓国銀行に通知が必要。

未公開株の購入については、対内直接投資に関する

法の規定を受ける。

非居住者の株発行、売り

出し

預託証書として韓国取引所（KRX)に上場可能。しか

し、発行者はMOSFに通知する必要。

居住者の外国株購入

保険会社には外国資産保有率の上限規制あり。 原則自由。しかし投資専用口座以外での取引につい

ては、韓国銀行への通知が必要。

居住者の海外での株式

発行

外貨建ての場合、指定外為銀行へ通知が必要。

3千万ドル相当以上の外貨建て発行、ウォン建発行に

関してはMOSFへの通知が必要。

債券

非居住者の国内債保有
原則自由だが、投資専用口座以外の口座を利用する

場合、外為銀行か韓国銀行に通知する義務がある。

非居住者の債券発行 発行にあたっては、MOSFへの通知が必要。

居住者の海外債投資
保険会社には外国資産保有率の上限規制あり。 原則自由だが、投資専用口座以外の口座を利用する

場合、韓国銀行に通知する義務がある。

居住者の海外での債券

発行

外貨建ての場合、指定外為銀行へ通知が必要。

3千万ドル相当以上の外貨建て発行、ウォン建発行に

関してはMOSFへの通知が必要。

マネーマーケット商品

非居住者による発行
債券に準じる。

居住者の海外での購入
保険会社には外国資産保有率の上限規制あり。 債券に準じる。

居住者の海外での発行
債券に準じる。

(資料）IMF  
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（図表 2-9 ③） 

日本（2009年12月現在） 韓国（2010年8月現在）

集合投資証券

非居住者による発行
債券に準じる。

居住者の海外での購入
保険会社には外国資産保有率の上限規制あり。 債券に準じる。

居住者の海外での発行
債券に準じる。

デリバティブ

保険会社には外国資産保有率の上限規制あり。 国内の外為銀行を通じて行われるOTC関連デリバ

ティブについては規制なし。しかし、居住者間、居住者

と非居住者の直接取引は韓国銀行への通知が必要。

2010年8月1日から企業のデリバ取引規制（フォワード

含む）が発効。デリバによるヘッジを実需（輸出入）の

100％までに制限（従来は2010年1月発効の125％）。

商業信用

居住者から非居住者向

け

繰り延べ受領、前払い以外の商業信用供与は韓国銀

行への通知が必要。ただし、10億ウォンまでウォン建

信用と公認外為銀行に保証された外貨建信用は例外

とする。

非居住者から居住者向

け

貿易信用を除く商業信用については、3千万ドルまで

は外為銀行へ、それを上回るものはMOSFへ通知が

必要。

貸付

居住者から非居住者向

け

保険会社には外国資産保有率の上限規制あり。 ウォン建貸付は韓国銀行への通知が必要。但し国内

外為銀行に保証された3千万ウォンまでの貸付は除

く。

非居住者から居住者向

け

３千万ドル相当までの貸付は外為銀行への通知が必

要。3千万ドルを超過する場合はMOSFへ通知する必

要がある。

信用保証
居住者から非居住者への信用保証には韓国銀行へ

の通知が必要。

直接投資

対外直接投資

以下の産業については事前の通知が必要。

(1)漁業、(2)皮革、皮革加工、武器、麻酔薬製造業。

指定外為銀行へ通知すれば自由に投資できる。ただ

し、金融機関と保険会社の海外進出については、FSC

への届け出と許可が必要。

対内直接投資

以下の産業については事前の通知が必要。

(1)安全保障上の理由から、航空機、兵器、核施設、

宇宙技術、爆発物製造業

(2)公的秩序の理由から、電力、ガス供給、通信、放

送、水道、鉄道、旅客業、

(3)安全上の理由からバイオ、セキュリティー業、

(4)経済安定の観点から、石油、皮革、農林漁業、航

空、海運、

などがある。

関係法に抵触しない限り自由だが、制限あり。

(1)主要産業の保護、(a)米、麦生産、(b)過半数を外資

が持つ畜産業、（c）同じく漁業、(d)核燃料製造、(e)原

子力発電を持つ発電、総発電量の3割以上を占める

発電、(f)配電、外資が過半数の株を保有するか、筆

頭株主になった場合。

(2)金融業の制限、(a)商業銀行・地銀を除く銀行の設

立、(b)投資信託会社、

（３）運輸業、

(4)通信業、

(5)公益企業

(資料）IMF
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（図表 2-9 ④） 

日本（2009年12月現在） 韓国（2010年8月現在）

不動産取引

居住者の外国不動産取

得

保険会社には外国資産保有率の上限規制あり。 企業及び金融機関の取得については制限なし。個人

による投資、2年超の住宅購入については、外為銀行

への通知が必要。

10万ドルまでで購入予定価格の1割以内で、事前報

告書として書類が整っていれば、決済前に送金可能。

非居住者の国内不動産

取得

海外から持ち込まれた資金で購入する場合、外為銀

行への通知が必要。それ以外の場合は韓国銀行へ

の通知が必要。

不動産の処分 適法に取得されていれば制限なし。

個人の資本取引

貸付

居住者から非居住者への貸付は、韓国銀行への通

知が必要。

非居住者から居住者への貸付については、外貨の場

合は韓国銀行、ウォン貨の場合はMOSFへの通知が

必要。

贈与、遺贈等

居住者が海外へ5万ドル相当を上回る贈与を行う際に

は、韓国銀行に通知し、指定外為銀行に支払証明書

を提出する必要がある。

(資料）IMF  
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（図表 2-9 ⑤） 

金融セクター特有の規定

日本（2009年12月現在） 韓国（2010年8月現在）

海外からの借入
外為銀行は、期間1年超、5千万ドルを上回るファン

ディングについてはMOSFへ通知する必要がある。

非居住者への貸付

外為銀行による外貨建貸付については、居住者、非

居住者を問わず通知の必要なし。

しかし、外為銀行に保証された300億ウォン以上の

ウォン建貸出については、韓国銀行への通知が必要

となる。

外貨での国内貸

外貨建て貸出は、国内企業による海外での取引、資

本投資のファンディング目的に制限されている。

2010年7月1日より外貨ローンを利用しての国内設備

の購入は、「海外利用のみ可」政策の例外ではなく

なった。この例外規定は中小企業にのみ適用される。

外貨建預金勘定の別扱い

必要準備

外貨預金の必要準備は以下のとおり。

(1)非居住者／海外移住者の口座、外為銀行により開

設された居住者の口座は１％、

(2)貯蓄性預金２％、

(3)外貨預金７％、上記以外の全てで要求払い預金も

含む。

流動性準備

外為銀行に課せられている流動性規制は以下の通

り。

(1)満期までの残存期間７日未満の超過負債（資産を

上回る負債部分）の対総資産比を3％以下に維持

（2009年12月31日発効）、残存1カ月未満については

同10％以下を維持。

(2)3カ月未満の短期資産の同じく3カ月未満の短期負

債に対する比率を85％以上に維持すること、

(3)1年超の外貨借り入れの1年超外貨貸出に対する

比率を80％以上とすること。2010年8月1日から、中長

期借入の中長期貸出に対する比率を100％に引き上

げる（従来は90％。2010年1月に80％から引き上げら

れていた）。

2010年1月1日、中長期の定義を1年以上から1年超に

変更。

また同日、全外貨建て資産の 低2％の安全外貨資

産の保有が義務付けられた。安全資産とは、(a)シン

グルA以上の政府債、(b)シングルA以上の国の中銀

への預金、（ｃ）シングルA以上の社債である。

2010年8月1日、デリバ取引制限設定（既述）。

非居住者預金の別扱い

必要準備

非居住者外貨預金の準備率は１％。

非居住者のウォン口座の準備率は、

(1)長期の定期、貯蓄預金：0％、

(2)定期預金：2％、

(3)その他預金：7％

投資規制

非居住者の金融機関へ

の投資

全株式の10％までは制限なし。

10％を超えて株を取得するにはFSCの認可が必要に

なる。

外為ポジション規制
ネットオープンポジションは、前月末株式資本の5割を

上限とする。

機関投資家への規制
2010年7月1日より 低安全資産比率(2％）の維持を

適用。安全資産の定義は銀行への基準と同じ。

保険会社への規制 外貨資産の全資産に対する比率を30％以下とする。 外貨資産の全資産に対する比率を30％以下とする。

年金基金への規制 法的規制はないが、自主ルールあり。

投資会社、投資信託

（資料）IMF  
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5. グローバル金融危機後の新展開～再規制の始まり 
 ウォン高を警戒しつつ、漸進的に資本取引の自由化を進めるというのが 2000
年代中盤以降の韓国の大方針だったと思われる。 
 しかし、この方針を中断させたのがグローバル金融危機だった。2008 年以降、

韓国の外貨調達能力への不安が再燃、一時は通貨危機並みのウォン安を引き起

こすことになったからである。 

 
図表 2-10 ウォン・レートの長期推移 
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(資料)http://dx.doi.org/10.1787/888932302644

 
 ウォン相場急落の原因については次章で詳しく検討するが、危機時の急激な

資本の引き上げとその後の再流入は、韓国にこれまで進めてきた資本取引自由

化の再考を促すことになった。 
 2009 年以降の特徴は、金融機関を通じた資本流入規制が導入されていること

だが、2010 年 6 月に韓国政府が「資本流出入変動緩和策」を発表したことで、

この傾向が一層鮮明になった。 
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図表 2-11 2008 年以降の資本取引規制の推移 

2008-2009年 2010年（8/1現在）

外国為替制度

外国為替相場制度

('08/4、独立フロート制から自由フロート制に変更（発表は

'09/2)

当局の介入に関する情報が得られないことから、自由フロート

制からフロート制へ変更（'09/5）

外国為替及び資本規制

主要事項

直接投資

対内直接投資

対外直接投資

3百万ドルを超える送金を伴う海外不動産投資について、従来

の韓国銀行への報告に代え外為銀行への報告に変更（'08/6）

金融機関が海外支店や事務所の開設する際にはFSCに報告し

許可を得ることを義務付け（'08/7）

ポートフォリオ投資

資金流入

非居住者による国内での購

入又は居住者による国外で

の売却・発行

資金流出

非居住者による国内での売

却・発行又は居住者による

国外での購入

その他投資

全般的規制

借入
中長期海外貸出資金手当ての定義を「1年以上」から「1年超」

に変更（1/1）

ポジショ ン規制

外為銀行、外国金融機関のNDFの買い持ち、又はロングポジ

ショ ンを110％までに制限（'08/1）

上記ポジショ ン規制を廃止（'08/9）

満期まで7日以内の短期資産／負債について、負債を上回る

資産（超過資産）の全資産に対する比率を3%以下に変更。従来

は0％以上（12/31）

中長期海外貸出に対応する 低中長期調達比率を、従来の

80％から90％に引き上げ（1/1）

上記規制を90％から100％に引き上げ（8/1）

預金及び準備率規制

全外貨建て資産に対し、 低2％の安全外貨資産の保有が義

務付けられた。安全資産とは、(a)シングルA以上の政府債、(b)

シングルA以上の国の中銀への預金、（ｃ）シングルA以上の社

債である。

企業

顧客企業のデリバ取引（フォーワード取引を含む）を実需（輸出

入）の125％ヘッジまでに制限（1/1）

上記上限を100％に引き下げ（8/1）

大企業が外貨建て借入れで国内設備を購入することを制限

（7/1）

資金流出 海外投資、取引のための外貨建てローンを制限（'08/1）

その他の規制
1万ドル相当を上回る金の輸出入の管理を外国為替取引法か

ら除外。従来は税関への申告制（'09/2）
安全資産保有規制を機関投資家にも適用（7/1）

金

融

機

関
資

金

流

入

 

（資料）IMF, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 各年版 
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 資本流出入変動緩和策では、先物為替ポジション制度、外貨貸出の管理強化、

外国為替健全性強化が軸になっている。先物為替ポジション制度は金融機関の

先物為替持高を制限するものであるが、激変緩和措置が認められ、 長 2 年間

の限度超過が認められているため、短期的には影響は小さい。ただ中期的には

対応を迫られる外銀が出てくると思われる他、今後は当局への日次報告が必要

となり（従来は月末のみ報告）、制限が強化された。 
 さらに、詳細は未定としながらも資本流出入モニタリング本部の設置、金融

安全網構築などの構想も同時に発表されており、今後も動向に注意が必要であ

る。 

 
図表 2-12 資本流出入変動緩和策の概要（2010 年 7 月～） 

○為替先物取引の持ち高を、以下の水準に制限。

※施行前は、現現・先物為替を合わせた総合ポジションを、自己資本の５０％以内に維

持。

※先物、外国為替・通貨ｽﾜｯﾌﾟ、NDF等、通貨関連のすべての派生商品を含む。

※当局への日次報告が必要。

今後、経済条件、市場状況、企業活動に及ぼす影響等を綿密にモニターし、半

期別に限度の調整の有無を決定。

（資料）韓国政府発表資料、各種報道

○国内銀行に対し、「外貨流動性比率規制」と「中長期財源調達比率規制」につい

て管理を強化。
・外貨流動性比率規制＝外貨資産／外貨借入

・中長期財源調達比率規制＝1年超の外貨借入金／1年以上の外貨貸出（90→100％）

・先物為替予約限度引き下げ（実需の125％→100％）

○外国銀行支店が自主的な外貨流動性リスク管理を行うよう誘導。

先物為替

ポジション

制度の導入
国内銀行

証券会社

総合金融会社

外国銀行

支店

前月末

自己資本

の50％

前月末

自己資本の

250％

○外貨貸出を海外向け使用用途に制限。

※施行前は、設備資金に限っては、国産施設を購入する場合にも銀行が外貨財

源を調達して支援することを認めていた。

－新規貸出のみ適用。既存の外貨貸出の満期延長は銀行が判断。

－ただし、中小製造業者に対する国内設備資金の場合は、既存貸出残高の範囲

内で外貨貸出を例外的に許可。

外貨貸出の

管理強化

外国為替

健全性

管理強化
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 2010 年後半には、外国人債券投資課税の復活とマクロ健全性負担金（銀行税）

が提案された。前者は、2009 年 5 月に資本流出を恐れて減税措置をとっていた

ものの、現在は逆に債券投資への資本流入に一定の歯止めをかけるために復活

させたものである。大きな議論ともならず、2011 年 1 月から復活している。 

 
図表 2-13 外国人債券投資課税復活の概要 

課税還元 既存特例条項（所得税法第119条の2および法人税法第93条の2）※削除

弾力税率導入
金融市場の安定のために緊急に必要だと認められる時には、源泉徴収税率を引き下げ
たり、0税率の適用が可能（例：利子所得0～14％）。

ただし、政府が施行令改正を通じ、弾力税率を調整する際には事前に国会報告が必
要。

施行日 2011年1月1日

経過措置 発議日の１１月１２日以前に取得した国債等で発生した所得は従来規定に従い非課税。

※利子所得（１４％）及び譲渡差益（２０％）に対する法人・所得税源泉徴収の免除。

（注１）通貨安定債（MSBｓ）は、韓国銀行が不胎化を行う際に発行する債券（2週間から2年物）。

(資料）韓国政府発表、各種報道

（注２）１つの法案においては、金融市場の状況に応じ、利子所得に対する源泉徴収税率を0-14％の範
囲内で弾力的に変動させることを提案している。

（参考）日韓租税条約では、日本の居住者が韓国国債等に投資した場合、韓国国内では利子について
は10％の上限税率が適用、譲渡収益については非課税とされる
（ただし、別途日本国内での納税義務は残る）。

 

 
図表 2-14 マクロ健全性負担金（銀行税）構想の概要 

賦課対象

・非預金「外貨」借入（全体外貨借入－外貨預り金）
（非預金「韓国ウォン」借入に対する賦課問題は、今後慎重に検討）
・金融機関の非預金外貨借入残額に賦課
（国内銀行）1,689億ドル、（外銀支店）1,046億ドル
（注）外貨預り金は預金保険制度が適用されており、賦課時に二重負担になるため
賦課対象から除外される。

賦課対象機関
・すべての金融機関
（法律上はすべての金融機関とするが、当面政令で銀行に限定）

賦課料率
・金融機関の外貨調達に過度な負担が発生しないという原則下に今後決定
・短期外債の縮小又は長期化を誘導するために、期間別に賦課料率を差別化
（0.05-0.2％になる見通し、ただし、危機時には0.5％を超えて適用される可能性）

活用法案

・危機時の外貨流動性供給財源として活用
・外貨で徴収し、外為平衡基金に積立（区分整理）
・平時には原則的に外準に準ずる方式で海外安全資産などに運用
・徴収及び運用は企画財政部（韓銀委託）

施行時期
・「負担金管理基本法案」を11年2月に国会提出中。（企画財政委員会にて修正可
決。）」

(資料）韓国政府発表、各種報道  
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 一方、マクロ健全性負担金（銀行税）は、昨年 12 月に発表された。これまで

にない措置で、銀行の短期外貨借入を抑制しようとする試みである。同様の制

度は一部の欧州諸国でも導入されているが、欧州での目的は金融機関救済のた

め注入した公的資金を回収するためであるのに対し、韓国の目的は外貨借入の

抑制であり目的は異なる。 
源泉課税復活を除いて、 近の一連の動きは規制強化であり、それまでの自

由化の流れとは、方向性が異なる。その評価は、第 3 章で資本規制、金融機関

監督の強化を必要とするに至った韓国の国際収支構造の脆弱性を検討したうえ

で行いたい。 
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補論（1）韓国経済の光と影 

 
 近、韓国経済や韓国企業の躍進が盛んに報じられている。にもかかわらず、

為替・資本取引については、規制強化の方向に傾いている。その大きな背景に

は、韓国の成功事例や好調な部分に焦点が当たっているが、韓国経済・企業が

依然として抱える問題点や脆弱性があると思われる。 
 本調査の一環として実施した日系および韓国の実務家や研究者へのヒアリン

グ調査の結果を踏まえて、いわば韓国経済の光と影の部分を整理してみたい。 

 
光の部分 
 強い大手製造業 

 も評価されているのは、財閥企業の経営だろう。オーナー体制で意

思決定が早く、いち早く新興国需要（世界中で売れるためボリュームゾ

ーンと呼ばれる）に対応した戦略を追求したことが高く評価されている。

その結果、日本の電機 8 社の合計営業利益をサムソン電子 1 社で上回る

という象徴的な出来事があった（2009 年）。 
 そして、大手製造業を支えているのが、国内市場の寡占構造である。

1997～98 年通貨危機後は、多くの輸出業種で 1 業種 2～3 社体制に集約

された。その結果、韓国内で利益を確保し、輸出に打って出る経済構造

が確立した。韓国企業の強さはこの点につきるとする研究者もいる。 
 整備されたインフラ・物流 

 国のビジネス支援も評価されている。その一例がインフラ投資。政府

が北東アジアで物流のハブ機能を握るという明確な戦略を描き、それに

沿って投資していることが評価されている。その成果は、プサン港物流

取扱量世界 5 位、インチョン空港 2 位（成田同 8 位）となって表れてい

る。 
 強い海外志向 

 内需は日本の 6 分の 1 でしかない。そのため企業は成長するには海外

市場に出ていくしかない。このことを踏まえた企業戦略をとっている。

学生も同様で、語学力が高い。英語は当然、第 2 外国語のレベルも高い

といわれている。現地の日本企業でも日本語習得者を探すのに苦労しな

いという。 
 積極的な経済外交 

 韓国の貿易額のうち、FTA 締結国・地域が占める割合は 61％にのぼる

（発行済み、妥結済み、交渉中を全て含むベース）。一方、日本は 36.5％
に留まっている。 
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 安定的な国内金融システム 
 97～98 年のアジア通貨危機の後、銀行の再編、外資の導入が進み、現

在、大手銀行の資本基盤は充実しており、2008 年のグローバル金融危機

下でも、その影響を大きく受けたものの、アジア通貨危機で経験した銀

行危機に陥ることはなかった。格付機関の銀行業界への評価も高い。銀

行業界への政府の強いサポート実績を評価している。 

 
 韓国は過去 30 年間に GDP が 15 倍になるという高成長を持続、1 人当り GDP
が 1,000 ドルから 1 万ドルになるのに要した時間も 18 年と短い。そのため「圧

縮成長」を遂げたと言われている。しかし、高成長には歪みも伴う。 

1,034
11,581

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ドル億ドル 図1．「圧縮成長」した韓国

GDP（左）

1人当りGDP（右）

1人当りGDPが千ドルから１万ド

ルになるまでに要した時間：

英185年、日80年、韓18年

77年

95年

（資料）IMF
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影の部分  
 外部ショックに弱い経済構造  

 韓国の輸出依存度（輸出額／GDP）は 43.7％（2009 年）であり、日

本の 11.5％や中国の 24.5％と較べて突出して高い。また輸出するために

輸入も大きいことも特徴だ。貿易依存度（GDP に対する貿易額）は 82.4％
になっている（2009 年）。このことは、韓国経済が海外景気、国際商品

価格の変動に晒される面が大きいことを示している。 
 今でも対外純債務国 

 2009 年末時点の対外純投資ポジション（ Net International 
Investment Position）－1,480 億ドル（IMF統計）。よく対比される台湾

は 6,207 億ドルの対外純資産国である。 
 韓国は外貨流入に、今も依存せざるを得ない構造となっている。韓国

は、貿易黒字が定着して久しいという印象があるが、意外な一面と言え

よう。この問題については、第 3 章で詳しくみていく。 
 二極化社会、雇用なき成長 

 大企業と中小企業の格差が大きいと言われるが、大企業の中でも一部

に集中している。韓国株式市場に占める上位 4 財閥（サムスン、現代、

LG、SK）のシェアは 42％（時価総額ベース、2010 年）。10 大グループ

では 51.8％である。財閥のなかでも上位に集中していることが分かる。

集中度が高いため、大手財閥は資材調達で圧倒的な地位を保持し、中小

企業の立場は弱い。韓国で中小企業が育たない一因になっているという

指摘もある。 
 韓国の大学進学率は 8 割（日本 56％）と高いうえ、大手企業志向が強

いことから、若者の失業率が高い。大学院に進学したり留学したりして

いる学内滞留者を偽装失業者とみなすと、実質的な若年失業は 23％と言

われている。 
 北朝鮮リスク 

 長期投資をためらわせる一因になっている。 
 技術力に関する問題 

 いわゆるサポーティング・インダストリーの技術力が依然として問題

を抱えており、主要部品も輸入に依存している分野が少なくないといわ

れている。その結果、全体の貿易黒字（412 億ドル、2010 年）に匹敵す

るような対日赤字（361 億ドル）を計上している。 
 日本以上の少子化 

 2009 年の韓国の合計特殊出生率（1 人の女性が生涯に出産する子供の
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 以上のほかに、為替・資本規制の問題を考えるうえでは、韓国の経済規模

の小ささを認識しておく必要がある。実体経済面でも金融面でも、世界が韓

国に及ぼす影響は大であるが、韓国が世界に及ぼす影響は極めて小さいので

ある。 
実際、人口は 5,000 万人弱で、1 人当たり所得は高いが（17,200 ドル、2009

年）、経済規模では日本の 6 分の 1 でしかない。GDP 規模は世界ランキング

で 15 位、メキシコよりも小さい。1 人当たり所得は低くとも、人口の大きさ

もあって世界経済のなかで存在感を強めている中国とは対照的である。韓国

の為替・資本規制を含む対外政策は、同国が輸出志向型小国であることを前

提に考える必要がある。 
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（資料）IMF, 2009年

韓国は日本の1/6。世界15位。

・・・・ ・・・・
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