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はしがき 

 
韓国は二度の金融経済危機を経験した。1997～98年のアジア通貨危機と 2008

～09 年のグローバル金融危機の韓国への波及である。対する影響は（韓国にと

っては）後者が前者に比べて軽微であったとはいえ、何故二度も危機に晒され

たのか。二度目の危機には、内外資本移動の自由化をこれまで推進してきたこ

と、金融セクターの状況、マクロ経済のバランスがどのように影響したのか。

それらを踏まえると、内外資本移動に関する規制を軸に、韓国の経済・金融は

どのような方向に向かっているのか。 
こうした問題意識への回答を探るべく、文献、情報、データに加え、現地聞

き取り調査も交えて纏めたものが本調査である。 
今回の危機の原因は、敢えて単純化すると、銀行部門における期間のミスマ

ッチの咎めが、グローバル金融危機によって増幅されたことに集約できる。そ

の再発防止のために、対外短期債務の残高や期日管理をより適切にすることは

言うまでもない。しかし、これまでの内外資本移動の自由化の流れが小休止し、

一部には所謂、資本規制と分類できるような動きもみられるなかで、今後の韓

国当局の規制に対する政策運営には留意が必要である。ある国の資本規制が、

他国の資本規制導入を促すという伝染効果も踏まえるとなおさらである。 
もちろん、韓国当局は規制の市場や経済への影響をきめ細かくモニタリング

しつつ、その後の政策運営を検討していくことになろうが、過度の資本規制を

回避するために、日本として、アジアの地域金融協力として、グローバルな枠

組みとして何ができるかを考える必要もでてくる。 
本報告書で示す分析が、韓国の資本規制をとりまく状況に関する理解を深め、

それに基づいた政策対応を考えるうえで、さらには日韓の経済関係を考えるう

えでの一助になれば幸いである。 

 
なお、本報告書は、一橋大学副学長・小川英治教授の指導の下、当研究所の

経済調査部上席研究員森川央が執筆した。また、愛知淑徳大学ビジネス学部・

真田幸光教授の助言を受けつつ、現地聞き取り調査や調査研究の周辺活動にお

いて、経済調査部長西村陽造と同部研究員田中順がサポートした*。 
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はじめに 

 
韓国は近年、二度の金融経済危機（1997 年～と 2008 年～）を経験した。そ

の原因の一つは、好況期に資本流入が加速する一方、不況期には急激に投資が

引き上げられることで、金融・為替市場が過度に変動し、実体経済にも悪影響

が及ぶことが挙げられる。 
その理由として、金融セクターをとりまく環境が指摘される。韓国ウォンの

保有や韓国の金融資本市場に係る規制の存在や、造船等取引で企業が得た外貨

債権を為替リスク回避のために先物市場で売却する行為等から生じる金融機関

の健全性の問題も指摘されているところである。韓国経済・企業の成長力に対

して、韓国国内の金融資本市場の整備が追いついていない状況とも考えられる。 
その一方、ウォンの為替レートが度重なる為替介入の結果、相対的にウォン

安に維持されていること、また、韓国が海外との FTA・EPA 交渉を積極的に推

し進める中で、韓国企業と日本企業との間の競争力の格差が広がっているとの

見方も多い。 
このように韓国ウォンに係る規制等の問題は、隣国でもあり、また、密接な

経済関係、競合関係を有している我が国にとっても非常に大きな影響を与える

ものである。本調査の目的は、韓国ウォンをめぐる規制の現状や韓国の金融セ

クターが抱える構造上の問題を検証することである。 

 
 報告書の構成と概略は以下のとおりである。 
 第 1 章は韓国の外為市場、金融市場の概要、特徴をまとめた。ウォンの取引

規模は小さく、また GDP 対比や貿易量対比で見ても大きくない。アジア諸国と

共通した現象であるが、各種の規制が為替取引の拡大を阻害している可能性が

考えられる。また韓国ウォンのオフショア資金市場はないが、それを補完する

ように NDF（Non-deliverable forward）市場が発達している。近年では直物為

替取引を上回るほどの規模になっており、直物レートにも影響を及ぼすように

なってきている。他に韓国の為替市場介入のスキームも解説している。 

 
 次に第 2 章で、韓国の外国為替取引、資本取引規制の変遷と現状を把握する。

97～98 年通貨危機後、韓国は IMF の強い指導の下、規制緩和を行い、また 2000
年代にはウォン高対策の観点から自由化を推進したこともあった。こうして韓

国は、アジアの中では比較的自由化の進んだ国となった一方、依然として多く

の取引に対し制限や申告制を残している。本章ではそれら規制の詳細と外国為

替取引規程の条文を列挙している。 
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なお、巻末に資料として外国為替取引規程の抜粋を仮訳しているので、参照

して頂きたい。第 2 章の補論として、「韓国経済の光と影」を加えた。高い成長

率を誇る韓国だが、弱みも抱えていることを示している。 

 
 第 3 章では、韓国の金融セクターが抱える構造上の問題に迫った。我々が注

目したのは、韓国が依然として対外純債務国であることだ。韓国は構造的に外

資を必要としており、様々な規制を必要とする根本的な理由になっている。 
 韓国が昨年来導入しているマクロ健全性規制や資本規制は、短資の急激な流

入を抑制しようとするもので、一定の理解はできる。 
 しかし、資本規制にも限界があり、また副作用を伴うことも考慮しておく必

要があろう。90 年代のチリの資本規制が一つの示唆となる。そして、資本規制

を開始するのであれば、ウォンが相当程度、過小評価されていることもあり、

為替介入への依存を減らす努力も同時並行で進めるべきと考える。 
 本章への補論として、資本規制を正当化できる条件として IMF の抄訳を掲載

している。 

 
後の第 4 章で、日系企業・金融機関の規制緩和要望をまとめた。海外送金

時の「実需規制」に対する緩和要望が強かった。証憑書類添付のための事務手

続きの煩雑さを訴える声も大きかった。 
ソウル出張中は、多くの実務家、研究者に快くインタビューに応じて頂いた。

ここに、改めて謝意を表したい。 
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第 1 章 韓国外為市場の概要 

 
1. 韓国の為替制度の変遷 
 韓国の外為制度の創設は、1961 年に制定された外国為替管理法に遡ることが

できる。この法律は同国初の 5 カ年計画が 62 年から始まるのに先がけ、外国資

本を可能な限り効率的に利用し、経済発展につなげることを目的に制定された。 
 政府は外国為替管理を厳格に行い、73 年春に先進各国が変動相場制に移行し

た後も、ウォンの対ドルレートは 1 ドル=484 ウォン（74 年 12 月～）に固定さ

れていた。 
 80 年、ウォンは 1 ドル=580 ウォンに切り下げられた後、複数通貨バスケッ

ト制を採用した。依然として厳しい国の管理下にはあったが、これは為替制度

の自由化措置として位置付けることができる。 
 その後、為替制度の一層の柔軟化を準備するような動きが進展した。80 年代

後半に韓国政府は経常収支黒字が定着してきたと判断し、88 年に IMF の 14 条

国から 8 条国に移行した。これにより、経常取引の為替取引に対する制限が撤

廃された。因みに、日本が 8 条国に移行したのは 64 年であった。また、90 年

には GATT に加盟し、輸入クォータを廃止した。 
 こうした自由化の動きを反映して、1990 年 3 月に複数通貨バスケット制にか

わり、市場平均為替レート制に移った。この制度は外国為替市場での需給で為

替レートが決まることになっていたが、一日の変動幅は狭い範囲に限定されて

いた。変動幅は当初の±0.4％から徐々に拡大し、95 年 12 月には±2.25％にまで

拡大した。 
 この時期（90 年から 96 年まで）の為替レートの動きを振り返ると、7 年かけ

て対ドルでの減価率は 2 割ほどであり、年率換算すると 3.2％である。よって、

この時期の為替制度は実質的な「ドル・ペッグ制」であったと言われている。 

 
図表 1-1 為替レートの変動許容幅の推移 

‘90/3/2 ‘91/9/2 ‘92/7/1 ‘93/10/1 ‘94/11/1 ‘95/12/1 ‘97/11/20 ‘97/12/16

変動幅 ±0.4％ ±0.6％ ±0.8％ ±1.0％ ±1.5％ ±2.25％ ±10.0％ 廃止

　（資料）韓国銀行  
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図表 1-2 ウォンの対米ドルレートの推移 

1ドル=ウォン
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（資料）韓国銀行  
 
 しかし、97 年 7 月以降、アジア通貨危機が発生し、それは韓国にも波及した。

同年 11 月に変動幅を±10％に拡大したものの、韓国は同年 12 月 16 日をもって

変動幅バンドを放棄し、自由変動為替レート制に移った。 

 
 IMF の「Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange 
Restrictions」による事実上の（de facto）為替相場制度の分類によると、韓国

は、 も伸縮性の高い変動相場制である自由変動為替制（2007 年までは

Independently floating、2008 年には Free floating と呼称）」になったが、2009
年 5 月 1 日、当局の介入に関する情報が非公開であることを理由に、「自由フロ

ート制（Free floating）」から「フロート制（Floating）」に分類が変わった。 
 介入に関する情報は公開されていないため、報道ベースであるが、2010 年に

ついては、少なくとも 39 回の介入報道があり、頻繁に介入が行われた模様であ

る。 

 
 ちなみに自由フロート制とされている国は 30 カ国で主要先進国のほかに、チ

リ、チェコ、ポーランド、トルコ等が含まれている。フロート制とされた国は

38 カ国で、米国、日本などの先進国のほか、新興国については、インド、パキ

スタン、タイ、フィリピン、ハンガリー、ルーマニア、ブラジル、コロンビア、

アルゼンチンなどが含まれる。 
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2. 現在の為替市場の概要（規模、参加者等） 
(1) オンショア市場 
韓国の外国為替市場では、米ドル／ウォン取引がほとんどを占める。日本円

／ウォンの銀行間市場は、1996 年 10 月に通貨当局主導で創設されたが、取引

がほとんど行われなかったため自然消滅している。2007 年 9 月には、ブローカ

ー経由のスポット取引の一部上限金額は撤廃された。スポット取引以外を仮に

関連金融派生商品（デリバティブ）と総称することにすると、先物為替取引、

NDF、通貨オプション、通貨スワップなどがある。 
従来の特徴としては、スポット取引の比率が高いことが挙げられていたが、

近年では為替リスク・ヘッジのニーズが高まるにつれて、スポット取引の比率

は徐々に低下し、為替スワップを含むデリバティブ取引が増えている。特にス

ワップ取引は、2007 年 67 億ドル、2008 年 92.3 憶ドル、2009 年 105.3 億ドル

と大きく増加し、スポット取引を上回る規模となっている（図表 1-3）。これら

の、先物為替取引、スワップ取引などの取引増大の要因は、資本・為替取引の

自由化、国内企業や投資家による為替リスク・ヘッジの需要の増加等が挙げら

れる。 
なお、ウォンのスポット取引は、ほとんどが民間ブローカーを通じて行われ

ており、銀行間のダイレクト取引はあまり行われていない。一方、先物為替取

引は、ブローカーが仲介業務を行っているが、ダイレクト取引も行われている。 

 
図表 1-3 韓国の為替市場規模の変遷 

（単位：億ドル、1日平均）
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

スポット 26.1 39.0 45.2 63.6 82.5 78.1 58.3
フォワード 0.1 0.2 2.0 4.0 7.5 9.1 4.6
スワップ 10.6 15.3 26.3 27.1 67.0 92.3 105.3
その他 1.4 2.8 7.9 17.1 40.1 51.6 43.7

合計 38.2 57.3 81.4 111.8 197.1 231.1 211.9

（資料）韓国銀行  

 
 世界の為替取引高における韓国のシェアをみると、98 年 0.2％、2001 年 0.6％、

2004 年 0.8％、2007 年 0.8％、2010 年 0.9％と増加し続けている（図表 1-4）。
日本を除く ASEAN+3（中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィ

リピン、シンガポール、タイ）の合計でも、1998 年の 11.2％から 2010 年の 11.7％
とわずかながら増加している。 
 また、通貨別内訳をみても、韓国ウォンは 2001 年 0.80％、2004 年 1.14％、

2007 年 1.16％、2010 年 1.51％と増加している（図表 1-5）。日本円のシェアは

2001 年の 23.53％から 2010 年の 18.97％へと低下しているが、日本を除く
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ASEAN+3 の合計も 4.42％から 6.40％へと増加している。 
 このように韓国の外為市場や韓国ウォンの外為取引高の世界に占めるシェア

は上昇が続いており、これは韓国の経済や国際取引の拡大を反映したものとい

える。 

 
図表 1-4 世界の外国為替取引に占める東アジアのシェア 

（4月の1日の取引量の平均）

（年） 1998 2001 2004 2007 2010
世界全体（10億ドル） 2,099 1,692 2,608 4,281 5,056
シェア（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  日本を除く先進国 79.2 76.1 77.6 78.2 78.1
　米国 18.3 16.1 19.1 17.4 17.9
　英国 32.6 32.0 32.0 34.6 36.7
　英国を除く西欧 23.9 21.9 19.8 20.3 18.3
  ASEAN+3（日中韓）を除く新興・発展途上国 2.6 3.6 4.2 4.7 4.1
  ASEAN+3（日中韓） 18.2 20.3 18.2 17.1 17.8
  ASEAN+3（日本を除く） 11.2 11.2 10.3 11.3 11.7
　　中国 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4
　　香港 3.8 4.0 4.1 4.2 4.7
　　インドネシア 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
　　日本 7.0 9.0 8.0 5.8 6.2
　　韓国 0.2 0.6 0.8 0.8 0.9
　　マレーシア 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
　　フィリピン 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
　　シンガポール 6.9 6.1 5.1 5.6 5.3
　　タイ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

（注）54カ国をカバー。下記資料に基づき計算。
（資料）BIS, Triennial Central Bank Survey  

 

図表 1-5 世界の外為取引の通貨別内訳 

（4月、月中平均値、％）

（年） 2001 2004 2007 2010
米ドル 89.86 88.01 85.60 84.86
ユーロ 37.91 37.41 37.04 39.06
日本円 23.53 20.83 17.25 18.97
英ポンド 13.05 16.50 14.87 12.88
スイス・フラン 5.98 6.03 6.82 6.36
ASEAN＋3（日本円を除く） 4.42 4.30 6.02 6.40
　香港ドル 2.24 1.76 2.70 2.36
　シンガポール・ドル 1.05 0.91 1.17 1.42
　韓国ウォン 0.80 1.14 1.16 1.51
　中国人民元 0.01 0.10 0.45 0.32
　ダイ・バーツ 0.15 0.20 0.20 0.19
　マレーシア・リンギット 0.07 0.05 0.13 0.28
　フィリピン・ペソ 0.04 0.04 0.11 0.17
　インドネシア・ルピア 0.05 0.11 0.11 0.15
全通貨 200.0 200.0 200.0 200.0

（資料）BIS, Triennial Central Bank Survey: Foreign Exchang  e
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 国際的に比較すると、韓国の GDP 対比の為替取引量は、同じく GDP 対比の

株式取引量と比べて低い水準であることが分かる。韓国の GDP 対比の為替取引

量は 6.1％で、日本の 14.9％や米国の 24.0％と比較すると小さい（図表 1-6）。
GDP 対比の株式取引量の水準が、韓国と類似の国（日本、南アフリカ共和国、

ノルウェーなど）と比較しても、低い水準となっている。 

 
図表 1-6 主要国の一日当たり為替取引量と株式取引量（GDP対比） 

（単位：％、ＧＤＰ対比、一日平均）

韓国 カナダ
南アフリカ
共和国

日本 米国 ノルウェー
オーストラリ
ア

中国

為替取引量 6.1 15.7 10.2 14.9 24.0 13.9 31.0 0.7

株式取引量 0.74 0.37 0.47 0.32 0.50 0.25 0.37 0.64

（出所）ＩＭＦ、ＢＩＳ
注：為替取引量の資料は2010年基準、株式取引量の資料は2009年基準

 
 
 韓国ウォンの為替取引高について、貿易量（財貨の輸出入の合計）に対する

比率を算出すると図表 1-7 のとおり、21.5 倍となっている。これは、世界全体

の平均が約 40 倍であり、米ドルが 324 倍、ユーロが 54 倍、ポンドが 144 倍で

あるのに対し、かなり低い水準である。ASEAN+3 のメンバー国は、日本と香

港以外はいずれも世界平均を下回っているが、この背景には、取引に関する書

類を徴求されることなどで機動的な為替リスク・ヘッジ機会が制約されている

可能性、資本取引に対する規制がそれから生じる為替取引の拡大を制約してい

る可能性、などが考えられる。 
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図表 1-7 各国通貨の為替取引高の貿易量に対する倍率 

（倍）

全体 38.5
米ドル 323.6
ユーロ 54.1
ポンド 143.6
スイスフラン 159.1
ブラジル・リアル 22.0
インド・ルピー 21.8
メキシコ・ペソ 27.6
ASEAN+3
日本円 161.9
中国人民元 3.5
香港ドル 51.8
インドネシア・ルピア 6.0
韓国ウォン 21.5
フィリピン・ペソ 14.5
シンガポール・ドル 33.7
タイ・バーツ 6.5

（注）2010年4月平均の1日の為替取引高
の2009年の通貨発行国の輸出入合計を
243で割ったものに対する倍率。（貿易デー
タは2010年のデータが揃わないため2009
年のものとした）

（資料）BIS, Triennial Central Bank Survey  

 
(2) オフショア市場 
 オフショア市場での為替取引（非居住者銀行と非居住者間の取引）を韓国内

（オンショア市場）で決済することは認められていない。これは、オフショア

市場で形成された為替レートがオンショア市場へ影響してくることを警戒して

いるからであろう。 
韓国のオンショア市場では、相場に影響を及ぼしうる全ての取引の詳細が当

局に報告されており、市場は投機を警戒する通貨当局の強い監視下に置かれて

いる。しかし、オフショア市場を監視することはオンショア市場より困難であ

る。当局はオフショア市場での取引を抑制するべく、オフショア市場所在銀行

で行われた外為取引を、オンショア市場所在の当該銀行の本支店やコルレス銀

行の勘定を通じて決済することを制限し、両市場を分断している。 

 
もっともオフショア市場への規制は韓国に限ったことではなく、アジア通貨
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危機を経験した国を中心に、多くのアジア諸国（中国、インドネシア、インド、

マレーシア、フィリピン、台湾等）が導入している。こうした規制がないのは、

香港、シンガポール、タイだけである（2007 年 4 月現在）。 
韓国はアジアの中では比較的自由化が進んだ国と評価されているが、オフシ

ョア市場の扱いに関しては、特段自由化が進んでいるというわけではない。 

 
但し、在韓銀行に海外の NDF 取引への参加を認めていることは、自由化の観

点から評価できる。NDF（Non-deliverable forward）取引とは、取引レートと

決済レートの差額を、当該通貨（ウォン）を用いず米ドルで決済する先渡し為

替取引のことである。NDF 取引は、1999 年 4 月の外為法緩和後、解禁となっ

た。 
 現在では NDF は活発に取引されている。非居住者のウォン建て取引について

は、フリーウォン口座を通じて規制上認められた経常取引に限り、ウォン建て

決済を行うことができ、同口座を通じた資本取引は解禁されていない。またウ

ォンのオフショア資金市場もないため、海外で多額のウォンの受け渡しが難し

い。ウォン建て資産や負債をもつ海外の企業や投資家にとっては、NDF はウォ

ンの為替リスクをヘッジするための有用な手段となっている。 
2008 年には非居住者と国内の外為銀行間の NDF 取引額は、直物為替取引を上

回るほどの規模になっていた。 

 
図表 1-8 国内の外為銀行と非居住者間のNDF取引量（1 営業日平均） 

億ドル

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

ＮＤＦ取引（Ａ）

直物取引（Ｂ）※

Ａ／Ｂ（右）

（出所）韓国銀行「外国為替市場動向」

注：※外国為替仲介会社を通じた銀行間ウォン／ドル取引

 
 

 韓国の一部大企業には、ウォン建て輸出ができる企業もあり、輸入者がウォ

ンの為替リスク・ヘッジのために NDF 市場を利用している。ただし、期間は 1
カ月物が中心で、長期間の為替リスク軽減には限界があるようである。 
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 しかし、 近では NDF 市場の規模拡大によって、その動向がウォン／ドルの

直物レートにも影響を与えるようになってきたと言われている。例えば海外勢

が NDF 市場でウォンを売ると、買った外為銀行は買いポジションのカバーのた

めに国内外為市場でドルを売るだろう。これはウォン高ドル安圧力となる。ま

た、NDF 市場でウォン高が進むと、市場参加者のウォン高期待が進み、直物で

もウォン買いを誘う可能性がある。NDF 市場の拡大は為替投機を誘発する可能

性を持っており、当局もモニタリングを強化しているようだ。 
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3. 韓国の金融・資本市場の概要 
(1) 国内マネーマーケットの概要 
 韓国のマネーマーケット市場は、コール市場を中心に中央銀行債、譲渡性預

金（CD）、現先、コマーシャルペーパー（CP）市場等から成る。 
 銀行間取引の中心はコール市場であるが、韓国のコール市場の特徴は翌日物

取引の比重が高いことである。そのシェアは 9 割を超えており、アジア域内で

も突出している。 
 このような翌日物への極端な依存は、流動性リスクに対する脆弱性を助長し、

より長期の資金運用・調達の取引の拡大の足かせになりうる。韓国銀行は 2008
年 3 月、翌日物への集中を緩和するために、政策金利ターゲットを翌日物コー

ル・レートから 7 日物レポ・レートに変更したが、今のところ大きな効果は現

れていない。 

 
図表 1-9 短期金融市場における主要な取引期間 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 中国 香港 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 日本 韓国 マレーシア フィリピン タイ

3-6カ月物 翌日物 1カ月以下 翌日物 翌日物 翌日物 翌日物 翌日物 2日-1週間物

66% 75% 70% 78% 30% 91% 79% 55% 41%

シェアは2009年7-9月期平均。インターバンク・コール市場で も取引された期間（日本なら翌日物）の全体に占めるシェア。

ＥＭＥＡＰ金融市場ワーキンググループ調べ。

（出所）「ＥＭＥＡＰ短期金融市場における流動性管理」ＥＭＥＡＰ金融市場ワーキンググループ、2010年7月  
 
 韓国のマネー市場では中央銀行債の存在も目立つ。中央銀行債の正式名は通

貨安定債(MSBs: Monetary Stabilization Bonds)で、韓国銀行が金融調節の為に

発行している。同債券は通常、割引発行され、満期は 14 日物から 546 日物まで

10 種類あるが、1 年物、2 年物が主として発行されている。 
 マネーマーケットは、市場介入の際、為替市場と密接に関わってくる。韓国

の介入方法には、日本との違いがあるので、ここで簡単に紹介しておこう。 
 韓国の市場介入には 2 通りの方法がある。政府（企画財政部）が実施する場

合と、韓国銀行が実施する場合である。企画財政部の介入権限は「外国為替取

引法」第 4 条 2 項、「企画財政部長官は安定した外国為替需給の基盤助成と外国

為替市場の安定に努力するべきで、このための施策を講じなければならない」

により与えられている。一方、韓国銀行は、「韓国銀行法」第 83 条で、「韓国銀

行は政府の為替レート政策、外国為替銀行の外貨与受信業務及び外国為替買い

入れ、売却超過額の限度設定に関する政策に対し協議する機能を遂行する」と

定められている。権限がそれぞれ付与されているが、両者は独立してではなく、

協力して介入を決定している。 
 企画財政部が介入する場合は、同部が管理・運営する外国為替平衡基金を用
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いて行われる。これは日本の外国為替資金特別会計に相当する。 
 ウォン売りドル買い介入の場合、企画財政部はまず、公共資金管理基金を通

じて外国為替市場安定用国債を発行して介入資金（ウォン）を調達し、韓国銀

行を通して外為市場で売却、ドルを購入する。購入したドルの運用は韓国銀行

に委託され、主に米国債で運用されている。 
一方、韓国銀行がウォン売りドル買い介入する場合は、自らウォン資金を増

発してドルを購入することになるが、主として通貨安定債を発行して、介入資

金を吸収している（いわゆる不胎化介入）。 
国債は国の、通貨安定債は中央銀行の負債であるので、発行が増えれば利払

い負担も増える。また、韓国の国内金利は米国の金利を上回っていることが多

いことから、ドル買い介入を増やせば増やすほど、韓国の財政、または中央銀

行の収支が悪化するリスクを内包している。 
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図表 1-10 韓国の為替介入メカニズム 
【ウォン売・ドル買介入】

外国為替平衡基金 ウォン預り金

（日本の外為特会にあたる）
利子

ウォン　②　ドル ウォン　①　外国為替市場 利子
   　　 安定用国債発行

ドル預金　　③　利子
（運用委託）

ウォン （ⅰ）ドル ウォン　（ⅱ）・通貨安定証券発行 利子
   　　　　　・国公債等の売買

（出所）「韓国の為替介入政策とその問題点（2009山本）」より作成

政府（企画財政部）

公共資金管理基金

韓国銀行

外国為替市場 金融市場

＜韓国銀行による介入＞

（ⅰ）中央銀行としての発券力を利用して実施

（ⅱ）必要な場合、以下の公開市場操作によって

不胎化

・通貨安定証券（MSBs：Monetary Stabilization 

Bonds）の発行

・国公債、政府保証債、MSBsの売買

＜政府（企画財政部）による介入＞

①政府（企画財政部）は、公共資金管理基金を通

じて外国為替市場安定用国債を発行して介入資

金（ウォン）を調達

②外国為替市場でウォンを売却し、ドルを購入

③購入したドルは韓国銀行に預金され、主に米国

財務証券等で運用

【ウォン買・ドル売介入】

介入資金（ドル）はそれぞれが保有する外貨準備を利用。

 
 
(2) 株式市場 
韓国の株式市場は、有価証券市場と店頭株式市場（KOSDAQ）の両市場が存

在する。有価証券市場は、大型、優良企業中心の市場で、相対的に安定した投

資機会を提供する市場として、KOSDAQ は中小、ベンチャー企業中心のハイリ

スク・ハイリターンを求める証券市場の役割を果たしている。 
 2010 年の株式売買代金は、有価証券市場が 1,411 兆ウォン、KOSDAQ は 483
兆ウォンである。韓国取引所（KRX）の 2009 年末の上場企業数は 770 社、2010
年末の時価総額は有価証券市場が 1,142 兆ウォン、KOSDAQ は 98 兆ウォンで

ある。 
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図表 1-11 韓国株式市場の概要 

（単位：十億ウォン）
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

KOSPI 786,258 848,490 1,362,739 1,287,032 1,466,275 1,410,562
KOSDAQ 446,378 427,505 500,748 308,979 530,961 483,091
（出所）KRX

（単位：十億ウォン）
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

KOSPI 655,074 704,587 951,917 576,927 887,935 1,141,885
KOSDAQ 70,897 72,137 99,979 46,186 86,103 97,972
（出所）KRX

時価総額

取引高

 

 
 市場参加者割合は、外国人、個人、事業会社が大部分を占めており、それぞ

れ 30％、35％、21％となっている。 
 

図表 1-12 投資家別株式保有シェアの推移（時価総額ベース） 

2005 2006 2007 2008 2009

外国人 37.17 35.16 30.94 27.25 30.44

個人 22.59 21.98 25.25 29.96 34.57

事業会社等 18.02 18.13 20.96 28.34 21.24

年金基金 2.75 2.16 1.93 1.4 3.14

銀行 6.57 6.05 6.78 6.57 6.56

資産管理会社 6.75 8.5 7.73 1.53 1.48

保険会社 1.99 3.6 3.14 2.04 0.69

証券会社 0.51 0.47 0.38 0.16 0.18

政府部門 3.65 3.93 2.87 2.75 1.71

0%
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20%

30%

40%

50%

60%
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80%

90%

100%

注：KOSDAQを含む

（出所）KRX  
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次に投資家別株式売買シェアをみると、個人が 60％、外国人が 17％で、合わ

せると全体の 3/4 を占めている。 

 
図表 1-13 投資家別株式売買シェアの推移 

2005 2006 2007 2008 2009

外国人 20.64% 25.95% 24.61% 25.61% 17.44%

個人 60.88% 51.27% 53.18% 49.73% 59.84%

政府部門 3.19% 3.64% 3.59% 3.21% 0.91%

年金基金 2.21% 2.19% 2.46% 2.83% 2.83%

銀行 1.46% 1.55% 1.31% 1.09% 1.07%

資産管理会社 8.79% 11.55% 10.72% 12.50% 12.63%

保険会社 0.84% 1.09% 1.32% 1.83% 2.01%

証券会社 2.00% 2.76% 2.82% 3.20% 3.27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

注：有価証券市場

（出所）KRX
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(3) 債券市場 
韓国の 2009 年末の上場債券残高は 1014 兆ウォンで、上場株式時価総額 888

兆ウォンを上回った（図表 1-14）。債券の種類は、政府債・特殊債（通貨安定債

など）といった公共債と社債に大別できるが、韓国銀行が市中流動性の調整手

段として発行する通貨安定債と社債の比重が大きい。 

 
図表 1-14 主な債券発行状況 

発行金額 （単位：10億ウォン）

外平債 国庫債券 糧穀証券
国民住宅
債券

ソウル地
下鉄公債

通貨安定
証券

産業金融
債券

社債 合計

1999 3,900 18,650 2,952 3,555 381 70,211 12,641 30,671 142,961
2000 5,800 16,376 0 3,738 438 98,773 12,150 58,663 195,938
2001 2,700 21,830 - 5,440 483 78,033 9,632 87,195 205,313
2002 7,500 19,350 - 7,618 562 69,840 12,350 77,522 194,742
2003 7,800 34,520 - 7,090 549 91,735 13,965 61,758 217,417
2004 - 55,950 - 5,539 473 134,679 18,623 50,379 265,643
2005 - 62,550 - 8,209 546 165,125 21,761 48,103 306,294
2006 - 60,668 - 10,621 391 150,049 24,757 40,923 287,409
2007 - 48,259 - 8,550 553 156,690 27,150 45,160 286,362
2008 - 52,054 - 8,473 360 151,390 26,519 52,759 291,555
2009 - 84,976 - 9,544 633 375,460 23,333 84,208 578,154

発行残高 （単位：10億ウォン）

外平債 国庫債券 糧穀証券
国民住宅
債券

ソウル地
下鉄公債

通貨安定
証券

産業金融
債券

社債 合計

1999 6,200 34,233 4,871 15,864 3,007 51,489 22,969 119,662 258,295
2000 8,400 42,555 2,483 17,788 3,078 66,378 25,018 133,649 299,349
2001 8,700 50,919 2,126 20,645 3,057 79,121 24,384 154,400 343,352
2002 15,849 55,615 1,100 25,707 3,137 84,278 24,239 180,049 389,974
2003 23,650 81,497 600 30,051 2,945 105,497 25,232 187,356 456,828
2004 22,200 123,061 - 32,348 3,061 142,773 28,645 153,283 505,371
2005 15,300 170,475 - 37,086 3,320 155,235 30,745 142,550 554,711
2006 8,100 206,798 - 42,854 3,383 158,390 35,420 134,420 589,365
2007 3,000 227,373 - 43,337 3,457 150,340 41,604 135,664 604,775
2008 - 239,290 - 44,921 3,410 126,937 49,538 149,804 613,900
2009 - 280,853 - 48,263 3,521 149,237 35,061 188,749 705,684

注１．外平債：外国為替平衡基金債券
   ２．外平債、糧穀証券はそれぞれ2004年、2000年に国庫債に統合されたため現在発行されていない。
（出所）韓国銀行  
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債券流通市場は取引所取引と店頭取引に分かれる。従来から、証券会社と投

資家の間で直接取引する店頭取引の比重が圧倒的に高い。2006 年には、株式市

場急騰により上場債券の取引金額は 294 兆ウォンに落ち込んだが、その後、取

引金額は増加し続け、2009 年には店頭取引と合わせて 4658 兆ウォンに達した

（図表 1-15）。なお、2010 年には 3326 兆ウォンまで減少している。 

 
図表 1-15 債券取引金額の推移 

（単位：兆ウォン）
取引所取引 合計

国債 地方債 特殊債 社債 小計
2001 978.4 7.9 1367.3 448.9 2802.5 14.3 2816.8
2002 730.7 6.0 890.2 531.9 2158.8 49.4 2208.2
2003 991.3 6.2 1007.4 461.1 2466.0 215.4 2681.4
2004 1529.7 5.7 937.6 404.7 2877.7 384.1 3261.8
2005 1672.0 6.7 1044.8 358.5 3082.0 363.8 3445.8
2006 1388.2 6.9 895.4 392.0 2682.5 293.6 2976.1
2007 1173.2 7.1 826.0 359.7 2366.0 351.4 2717.4
2008 1251.8 9.4 1018.0 537.5 2816.7 374.0 3190.7
2009 2166.1 13.6 1273.0 694.6 4147.3 510.2 4657.5
2010 1493.6 7.5 827.5 411.9 2740.5 585.2 3325.7

（出所）KRX、KOFIA

店頭取引
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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
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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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図2．主要国のGDP規模

（資料）IMF, 2009年

韓国は日本の1/6。世界15位。

・・・・ ・・・・
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第 3 章 韓国の金融資本市場、金融セクターが直面する課題とその改善に向け

た道のり 

 
1. 近年の国際収支・純対外投資ポジションの構造 
 韓国の貿易収支はアジア通貨危機以降、黒字が定着しており、1999 年以降に

赤字になったことはない。2008 年はグローバル金融危機の影響で赤字化が危ぶ

まれたが黒字を維持し、09 年の黒字は前年比 10 倍近い急増となった。 

 
図表 3-1 韓国の国際収支 
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億ドル

所得収支

その他サービス収支

運輸・旅行収支

貿易収支

合計

 （資料）ＩＭＦ

 ただし、急回復した 09 年を除くと、貿易収支の黒字に対して、運輸・旅行収

支やその他サービス収支の赤字が小さくないこともわかる。特に、ウォン高傾

向が続いていた 05 年から 07 年にかけて、経常収支の黒字額は貿易収支の半分

以下になり、08 年の経常収支は 1997 年以来で初めて赤字になっていた。 
 09 年についてみると、サービス収支赤字は 189 億ドルで、赤字額が大きいの

はその他サービスの収支が約 260 億ドルとロイヤリティ・ライセンス料の約 40
億ドルの赤字である。 
 次に韓国の純対外投資ポジション（Net International Investment Position）
を確認しよう。 
 IMF 統計によると、韓国の対外投資ポジションは 2009 年末時点で－1,480 億

ドルである。現統計は 2001 年から利用可能だが一貫して対外純債務が続いてい

る（韓国銀行のデータでは 1994 年まで遡れるがやはり対外純債務が続いてい

る）。 
 韓国は 90 年代に OECD に加盟し先進国扱いを受けているが、国際収支の発

展段階説にあてはめれば、韓国は債務返済国に留まっているのである。 
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図表 3-2 国際収支発展段階説上の韓国の位置 

1.未成熟な
債務国

2.成熟した
債務国

3.債務
返済国

4.未成熟な
債権国

5.成熟した
債権国

6.債権取
崩し国

黒字↑ ＋ ＋＋ ＋

赤字↓ － － －

黒字↑ ＋ ＋＋ ＋

赤字↓ － － －

黒字↑ ＋ ＋＋ ＋

赤字↓ － － －

黒字↑ ＋ ＋＋ ＋

赤字↓ － － －

黒字↑ ＋ ＋ ＋

赤字↓ － －－ －

（資料）平成18年版「通商白書」　　（備考）「＋」は黒字、「－」は赤字を示す。楕円は韓国の位置を示す。

資本収支

経常収支

貿易・サービス収支

所得収支

対外純資産

 

 
 次にアジア諸国との比較をしてみよう。図表 3-3 では縦軸に対外総債務の対

GDP 比を、横軸に対外純債権の対 GDP 比をとり、アジア諸国の 2004 年から

2009 年までの 5 年間の変化を示した。 

 
図表 3-3 アジア各国の対外総債務残高、純対外ポジション対ＧＤＰ比 
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(資料）IMF「International Financial Statistics」,「Balance of Payments Statistics」

(注）2004～09年の間、韓国の経常収支は2008年を除き黒字であったが、対外純資産が減少してい

る。この理由として、資産・負債の評価額が変わることのほか、何らかの統計作成上の理由がある

かもしれない。
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これによると、多くの国が程度にバラツキはあるものの、対 GDP 比でみると

総じて対外純債権の増加（対外純債務の減少）に向かっているのに対し、イン

ドと韓国だけは若干ながらも悪化している。台湾や中国は 2004 年時点で既に対

外純債権国であるし、マレーシアはこの 5 年で対外純債権国に転じ、タイも対

外純債権国入り目前となっている。 
 もっとも、対外純債務の増加が直ちにリスクの増加を意味するわけではない。

インドの対外純債務が増加しているのは、将来の経済成長を期待してインドへ

の投資が活発に行われていることを反映したものに他ならない。また、2009 年

でみるとオーストラリアの対外総債務は 150％前後、対外純債務は 60％前後と

大きい。同国の豊富な資源に期待して、外資が流入していることの表れという

解釈もありうる。 
 韓国には世界的な大企業があり、経済成長率も高い。今後も外資を引きつけ

ることは可能だろう。ただし、その一方で、長期的には日本同様少子化が進行

しており、生産性を引き上げていく努力が必要である。仮に、成長神話が陰る

ことがあれば、対外投資ポジションの脆弱性が注目されるリスクがあることに

留意が必要だろう。 
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2. 債務構造の脆弱性 
 前節では国際収支、対外純資産全体としての構造、脆弱性を検討した。この

節では、対外純資産の内部にある脆弱性を検討することとする。 
 図表 3-4 は直接投資残高の推移を示している。アジア通貨危機後の外資導入

策を受け、2000 年代前半は対内直接投資が増加していた。その間は外貨準備高

の積み上げが至上命題であったため、基本的に外貨の流出につながる対外直接

投資は奨励されず、年間の増加額は小さかった。 

 
図表3-4 直接投資（ネット）の推移 
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（資料）IMF,　Balance of Payments Statistics
 

 しかし、2000 年代半ば以降は、前章でみたとおりウォン高抑制のため海外投

資規制が緩和された。そのため、2000 年代半ば以降は対外直接投資の残高が増

加しており、08 年末には対外直接残高が対内直接投資残高を上回り、その上回

った額は 09 年末には約 5000 億ドルとなった。 
 直接投資は親会社の海外子会社への出資金と貸出金であるが、その資金は子

会社の有形・無形の固定資産に投資されるので、急激な資金引き揚げは起こり

にくい。したがって、対内直接投資の規模が大きくとも、急激な資金引き揚げ

に直面するリスクは低い。対外直接投資残高と対内直接残高の何れが大きいか

についても、急激な資金引き揚げのリスクにはあまり影響しない。 

 
 そこで、証券投資や貸付など、直接投資以外の投資についてみてみよう。こ

れらには、株式や債券などの証券投資（ポートフォリオ投資）と貸付・預金な

ど（その他投資）と、政府の金融資産である外貨準備が含まれている。 
 まず、これらを国際収支表上でみていくと、「直接投資以外の投資」の収支は
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赤字が続いているが、その赤字額は 2005 年以降、約 700 億ドルで横ばいとなっ

ている。 
 この収支を資産サイドと負債サイドにわけて、フローではなくストック、す

なわち残高の動きをみてみよう。まず、資産サイドの内訳をみると、外貨準備

のシェアが大きい。2009 年は全体の 48％を占めていた。他はその他投資のシェ

アがやや大きいが大差はない。 
 一方、負債サイドでは、時価変動が大きい株式投資のシェアが 3 割から 5 割

の間を振幅し、債券投資は 15～20％ほど、その他投資が 4 割前後で動いている。

つまり元本保証された債務が、多くの場合、5 割以上を占めていることがわかる。 

 
図表 3-5 「直接投資以外の投資」収支の推移 
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図表 3-6 「直接投資以外の投資」資産・負債の推移 
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株式投資

 

 収支はおおむね 700 億ドル程度の赤字で安定しているのだが、これには外貨

準備増の貢献が大きい。外貨準備を除いた収支をみると、収支は 2008 年を除い

て一貫して赤字幅が拡大している。 
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 外貨準備が公的部門に属し、現在、韓国の公的部門に大きな対外債務がない

ことを考えると、韓国では近年、「貯めるのは公的部門、借りるのは民間部門」

という構造が定着していたと表現できるかもしれない。 

 
民間部門の負債サイドを残高ベースで詳しくみてみよう。 
対外負債残高は米ドル・ベースで 2001 年から 2009 年までの間に 3.2 倍に増

加した。増加率が も高いのは貿易金融の 4.8 倍だが、全体の負債残高に占める

ウェイトが小さいので、9.8％から 14.6％に増えたに過ぎない（+4.8 ポイント）。

他項目は概ね 3 倍増えている。 

 
図表 3-7 民間部門の対外負債 

（億ドル）
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

株式投資 330 358 433 476 523 627 880 910 944

証券投資（広） 336 377 445 487 547 674 961 1,079 1,068

貿易金融 133 136 202 273 332 424 580 700 634

その他（貸出等） 556 650 733 769 816 1,304 1,766 1,589 1,684

合計 1,354 1,521 1,813 2,005 2,219 3,029 4,187 4,278 4,330

　(資料)IMF,　Blance of Payments Statistcis　　(備考）証券投資（広義）には、ﾏﾈｰﾏｰｹｯﾄ、ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ商品を含む。  
 

図表 3-8 その内いわゆる「逃げ足の速い」負債 

（億ドル）
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

証券投資 336 377 445 487 547 674 961 1,079 1,068
その他短期 297 362 389 424 489 921 1,273 1,085 1,118
　小計 633 739 834 912 1,036 1,595 2,235 2,164 2,185
株式投資 330 358 433 476 523 627 880 910 944
　合計 963 1,097 1,267 1,387 1,559 2,223 3,114 3,073 3,129

　(参考)外貨準備 1,028 1,214 1,554 1,991 2,104 2,390 2,622 2,012 2,700
　(資料)IMF,　Blance of Payments Statistcis　　(備考）証券投資はすべて、その他投資は短期のみ対象とした。  

 
 この中で注意すべきは、いわゆる「逃げ足の速い資金」が増えていることだ。

元本保証のある負債の中で明示的に「短期」とされているものは 2001 年末時点

で 633 億ドルに過ぎなかった。外貨準備の約 6 割に過ぎない。しかし、2007 年

には 85％に達していた。加えて、株式投資がある。海外からの韓国への株式投

資は、以前は年金基金などの長期投資が主であったが、昨今はヘッジファンド

の投資残高が増えており必ずしも長期投資とは言いがたい。この株式投資も加

えると、「逃げ足の速い」負債は 2009 年末で 3,129 億ドルとなり、外貨準備を

上回っている。 
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3. 依然として高い短期対外債務への依存 
 前節では、外貨準備増加と民間対外負債が両建てで増加しており、特に短期

対外負債の増加が目立っていることを示した。本節では、短期対外負債に絞っ

て分析を進める。まず、短期負債を増やした主体探しから始めよう。 
 IMF の国際収支統計にある対外負債残高から、短期と明記されている項目を

抜き出すと、銀行が 8 割以上を占めている（2001 年のみ 78％）。また、韓国銀

行が発表している統計によると、全短期対外負債 1,492 億ドルのうち金融機関

は 77％にあたる 1,157 億ドルを負っている（2009 年）。韓国では、企業の海外

からの借入れに対する規制があり、銀行経由が主な経路となっているためであ

る。 
図表 3-9 短期対外負債 

（億ドル）
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

合計 356 411 434 480 555 995 1,355 1,182 1,209

貿易金融 59 49 44 56 67 74 82 97 91

その他（借入） 290 346 378 413 473 899 1,244 1,040 1,077

　うち銀行 274 330 363 395 450 877 1,221 993 1,025

　うち企業 16 17 15 18 22 22 24 47 52

その他（その他） 8 16 12 11 16 22 29 45 41

　うち銀行 4 10 5 7 9 15 24 27 24

　うち企業 3 6 7 3 7 7 5 18 17

　(資料)IMF,　Blance of Payments Statistcis　　(備考）短期と明記されているもののみを集計。

　その他（その他）とは「その他」に分類されるもののうち借入でないもの。  

  
さらに特徴的なことは、銀行部門の負債は外国銀行の韓国内支店が顕著に増

やしていることである。 
 2006 年から 2008 年についてみると、外銀支店の対外負債の 95％が短期であ

った。これに対して韓国系銀行の同比率は約 5 割だった。この間、外銀支店が

行った海外向け貸出は、借入れの 15％に過ぎなかった。これに対して韓国系の

同比率は 60％だった。 
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図表 3-10 韓国に所在する銀行（地場銀行、在韓外銀）の対外資産・負債残高 

　（資料）http://dx.doi.org/10.1787/88893230701
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 このことは次の事実と符合する。すなわち、銀行の短期債務が急増していた

原因は、輸出業者の為替ヘッジニーズという実需に加え、外銀支店がこの時期、

いわゆるキャリートレード、換言すると、通貨スワップ取引で為替ヘッジをし

たうえで短期の外貨借入を通貨スワップ等で為替ヘッジし、韓国内債券や株に

投資することで鞘を稼ぐ取引を盛んに行っていたことがあげられる。このこと

を、より具体的に説明しよう。 

 
発端は、造船業など輸出企業による売り上げ為替ヘッジニーズの高まりであ

る。以前は為替予約をしていなかった輸出企業が、2005 年からのウォンの為替

相場の上昇トレンドをみて、ドル建て輸出代金の為替変動リスク・ヘッジのた

めに、国内銀行に対して先物でのドル売り・ウォン買いの契約を拡大させた（①）。 
この先物契約を受け付けた国内銀行は、それによって生じる為替リスクをヘ

ッジする目的で、ドルを借り入れて、直物のドル売り・ウォン買い、先物のド

ル買い・ウォン売りの為替スワップを行う。その結果、ドルの短期対外負債が

増加した。もしくは、それと類似の経済効果をもつ次の取引を行った。すなわ

ち、先物為替契約と同じ期日でドルを売却する通貨スワップ契約を外銀支店と

締結したのである（②）。 
この後者の取引で、国内銀行は外銀支店から、現時点でドルを借入れ満期に

ドルを返済する一方、外銀支店に現時点でウォンを貸出し満期に返済を受ける。

このため、この契約期間中はウォンの固定金利を受取り、ドルの変動金利（Libor
金利を基準とした金利）を支払う。以上の取引を外銀支店からみると、現時点

でウォンを借入れ満期に返済する。その間、ドルの変動金利を受け取るかわり

にウォンの固定金利を支払う。 
ところが、国内銀行による通貨スワップに対する需要（国内銀行がドル借入
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れウォン貸出しをしたいという動き）が非常に強かったため、外銀支店が支払

うウォン固定金利は低下し、韓国国債の利回りを下回るようになった。よって、

外銀支店は通貨スワップの契約時に受け取ったウォンを国債で運用しで利鞘を

獲得できるようになった（③）。その結果、これらの取引は拡大をみせた。 
外銀支店はこの通貨スワップに必要なドル資金を短期で海外の本店から借り

入れた。これがドルの短期対外負債を拡大させる要因となった。 

 
図表 3-11 外銀支店による裁定取引の一例 

米ドルの動き

韓国ウォンの動き

Libor金利

ウォン建て金利

③ 通貨スワップ市場

②

為替先物契約

③

①

ａ ａ>ｂ ｂ

　（資料）「EMEAP短期金融市場における流動性管理」EMEAP金融市場ワーキング・グループ、

2010年7月
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韓国ウォンの増価を予想する造船会社
は、「米ドル売り、韓国ウォン買い」の為

替先物契約を締結する。

外国銀行
本店

国債
外国銀行
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韓国
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このような取引が拡大した背景には、外銀支店が地場銀行に対しドル資金調

達において優位に立っていることがあるとみられている。従来から、韓国系銀

行の外貨調達力は外銀支店に比べると弱いが、この時期に極端に外銀支店有利

になった背景には、銀行部門の対外短期債務が急速に拡大していることを懸念

した当局が、国内銀行の外貨借入に対して「実需原則」を適用したことであっ

た（2007 年 7 月）。 
それにより外貨借入チャネルが外銀支店に偏り、外銀支店有利に価格形成が

歪んだ結果である。加えて、外銀支店は持ち込み資本金の 6 倍までの借入に対

する利払いは非課税とされる優遇措置を受けていたことも、外銀経由の短資借

入急増に拍車をかけたと考えられる。 
こうした動きは規制が歪みをもたらす典型的な例だが、さらに遡れば、なぜ

輸出企業が先物のドル売りを急いだかという疑問に到達する。その一因は、当

時ウォン高が長期化しており、しかも中央銀行である韓国銀行がウォン高を為

替市場介入（当局はスムージング・オペと呼んでいる）によって抑制している

という見方が広がっていたため、さらにウォン高が進むという見方が市場で広

がりをみせたことにある。すなわち、為替相場の先行きに対する市場の期待が
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一方向に傾いたのである。one-way-bet 化したと表現することもできよう。この

動きをまとめると、為替市場介入が為替相場の期待形成を歪め、それから生じ

る問題に対処するために国内の地場銀行に規制を課したところ、短期対外外貨

借入の増加という副作用が生まれたと考えられる。 
なお、この時期に緩和された対外直接投資の準備資金として外貨の短期負債

が増えた面もあったとの指摘もある。 

 
 しかし、こうしたドルの短期対外負債の拡大という外貨調達ブームは、2008
年秋のリーマン・ショックで一気に反転した。金融危機を背景に世界的にドル

資金の需給が逼迫したことで、外銀支店は本国の本店に対するドルの短期負債

の返済を優先した。その結果、キャリートレードの巻き戻しが短期間に起こっ

た。グローバル金融危機の状態が も厳しかった 2008 年 10 月には対外短期負

債の借り換え率は 30％台まで低下した。 
前述の銀行が顧客のドル売り先物為替のリスク・ヘッジをするために、ドル

の短期対外負債を抱えていた場合、先物為替の期日よりも、負債の期日の方が

短いものがかなりあったとする見方もある。すなわち、銀行が期間のミスマッ

チを抱えていたというわけである。通常であれば、先物為替の期日に顧客から

銀行に支払われるドル資金を、ドルの短期対外負債の返済資金に充当すること

になる。しかし、ドルの短期対外負債のロールオーバーが難しくなると、銀行

は期日のミスマッチのために、返済に充当できるドル資金は同負債の期日より

も後にならないと受け取れないために、別の手段で返済に充当するドル資金を

調達する必要に迫られる。このため、一部にウォンを売ってドルを調達する動

きが強まった（先物での買い戻し条件がついたものを含む）。 
こうした動きと世界的なドル需要の高まりから韓国ウォンが売られただけで

なく、株価や債券価格も、キャリートレードの巻き戻しの影響で下落した。加

えて、不測の事態に備えて必要額を上回るドル資金を確保しようとする動きも

でたことから、ウォン売りがさらに拍車をかけることになる。こうして、韓国

経済の弱点である対外短期負債への依存が再び市場の注目点となり、通貨危機

の再来も噂されるようになった。 

 
 韓国銀行の統計によると、2008 年 10-12 月期だけで 420 億ドルの外国資本が

流出した。同時期、国内銀行の負債 250 億ドル減少した。また外銀支店の負債

も約 250 億ドル減少していた。 
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図表 3-12 韓国の資本収支 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40
0
5
Q

1

0
5
Q

2

0
5
Q

3

0
5
Q

4

0
6
Q

1

0
6
Q

2

0
6
Q

3

0
6
Q

4

0
7
Q

1

0
7
Q

2

0
7
Q

3

0
7
Q

4

0
8
Q

1

0
8
Q

2

0
8
Q

3

0
8
Q

4

0
9
Q

1

0
9
Q

2

0
9
Q

3

0
9
Q

4

その他

株式投資

直接投資

合計

（資料）http://dx.doi.org/10.1787/888932302682

10億ドル

 
  
こうした事態に対し、韓国政府は、長短を合わせた総債務約 4,200 億ドルの

うち外貨償還負担のない債務が 1,520 億ドル（36％）以上あると発表し、不安

の沈静化に努めた。債務の中には将来、外貨が入ってくる裏づけのあるものが

かなり含まれていたというわけである。 

 
図表 3-13 韓国の外貨償還負担のない債務（2008 年 6 月末） 

（億ドル）

為替先物予約に関連した外貨借入 938

造船輸出前受金 509

直接投資に関連する関係会社間の資金貸借 71

　合計 1,518

 (資料）韓国政府  

  
同様の指摘は、IMF の対韓国 4 条協議報告書（2008 年 9 月 11 日）でも見ら

れた。同報告書には「注意深いモニタリングが必要ではあるものの、韓国が流

動性危機に陥るという見方は行き過ぎである」との見解が盛り込まれた。 

 
 その後の展開は、韓国政府や IMF の見解がある意味では正しかったことを証

明した。実際、韓国は 1997～98 年のアジア通貨危機のような深刻な事態に陥る

ことなく、経済はいち早く回復している。 
しかし、アジア通貨危機当時ほど深刻でないとはいえ期日のミスマッチの問
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題を抱えていたことにはかわりない。例えば、造船業の輸出代金の受け取りに

は 3 年程度かかるのに対し、金融機関の対外負債は 1 年以下と、期間のミスマ

ッチが残っていることに注意する必要があろう。 
流動性危機を克服するには、米 FRB や各国中央銀行とのスワップ協定が果た

した役割は小さくなかった。このスワップ協定なしでは、流動性危機を回避す

ることは難しかったと思われる。ドルの短期対外負債は、やはり、韓国経済の

抱える脆弱性として考えるべきである。 

 
 
4. 韓国が導入する健全性規制と資本規制の評価 
 グローバル金融危機後の回復過程で韓国は銀行のポジション規制、外貨流動

性規制などのバランスシート規制を強化してきていることは第 2 章 5 節で述べ

た。これらは、健全性規制（プルーデンシャル規制）の範疇といえるが、韓国

側は、現在、検討されているマクロ健全性負担金（銀行税）も含め健全性規制

と主張する。彼らも資本規制という言葉にネガティブな印象を持っているよう

である。 
 しかし、マクロ健全性負担金（銀行税）と 1990 年代にチリが導入した資本規

制の間には大きな差はない。所謂、チリ型資本規制の基本メカニズムは、海外

から短期資本が流入する際にその一定割合をドル建てで中央銀行に無利息で強

制預託させる一方、直接投資などの長期資本に対しては門戸を開くというもの

である。マクロ健全性負担金（銀行税）は、資本規制と分類する方が自然であ

ろう。  

 
 もっとも現在では、資本規制を頭から否定するわけではない。かつては自由

化の推進役だった国際機関、国際通貨基金（IMF）や経済協力機構（OECD）

も一定の条件下ではあるが、資本規制を容認する姿勢に変化してきている。 
韓国に対しても、例えば OECD は昨年 6 月のレポートで、韓国が外的ショッ

クに敏感であることを認め、長期的には、サービス産業の生産性を高め内需を

育成し、海外から信認を高めるべく透明で健全な金融システムを構築すべきと

している。 
 しかしそれまでには時間がかかることから、短期的には 3 つの選択肢がある

としている。 
・短期資本管理の再導入 
～ただし OECD 資本自由化規約の範囲内で実施すべきであるとしている。 

・外貨準備の一層の積み増し 
～しかし、2008 年危機は外貨準備が十分あると思われていたのに発生したこ

66 
 



とに注意が必要である。また、外貨準備を過度に積み上げることにはコスト

も伴う。 
・金融機関に短期借入を注意深く監視するよう動機づけて外貨借入のリスクを

吸収する施策 
～これが も望ましい選択肢で、外銀支店の借入の抑制などを提言している。 

 さらに、中央銀行間の相互スワップ協定の拡充も平時から準備しておくべき

としている。 

 
 韓国は、今回の措置を銀行と短期借入に的を絞った規制で、「G20 での合意に

沿ったもの」ということを強調している。韓国の有識者からは、「自由化から規

制強化に舵を切ったのではなく、自由化の流れの中の小休止に過ぎない」とい

う意見が聞かれた。事実、株式投資については何ら新しい規制をかけていない

し、議論にもなっていない模様である。また、国全体でみれば、韓国は対外純

債務国であり、海外の貯蓄に依存している以上、外資を敵視することは自殺行

為に等しいという意見があった。したがって、「自由化の流れの中の小休止」と

いう議論は理解できよう。 
 そして、韓国は純債務国であり、世界経済の悪化時には外貨調達不安が発生

するリスクがまだあること、また昨年の韓国経済は絶好調であったが足元では

インフレが出てきており、貿易黒字も減少する可能性があることなどを考える

と、安定化のための規制強化には、一定の理解が可能である。 

 
 しかし、マクロ健全性負担金（銀行税）は資本規制であり、資本規制にも限

界があり、また副作用を伴うことも考慮しておく必要があろう。チリの例を振

り返っておこう。 
チリの経済データやパフォーマンスを調査した複数の研究成果が共通に示し

ているところによると、短期資本流入規制は、1）一時的に効果を示していても、

しばらくすると元の水準に戻ってしまうこと、2）国際収支表上の誤差・脱漏と

いう項目の数値が拡大するだけで実体が変わらないこと、3）統計解析の手法で

有効性を示せても、その効果は限定的かつ短期的なものに止まるとの計測結果

が多いこと、などが示されている。 
そして、流入規制の有効性が疑われる一方、補完的な規制の存在が評価され

た。それはチリの銀行が、1）貿易関連目的以外に外貨建ての国内貸出を行えな

い、2）自己資本と準備金の総額の 20％までしか外貨建てのポジションを持てな

い、3）資産・負債の満期期間がずれることに規制が設定されている、といった

ことを決めている健全性規制（プルーデンシャル規制）である。これによって、

銀行部門の金融仲介の健全性が維持され、80 年代の危機の再来を防止したとい
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われている（経済企画庁総合計画局「『国際マクロ経済問題研究会』報告のポイ

ント」、平成 11 年 1 月 19 日）。 
 チリの例は、規制は健全性規制までに留めるべきことを示唆している。イン

タビューした韓国の当局者も副作用を伴う可能性は認識しており、モニタリン

グして補完する措置を講ずる計画があることを認めていた。柔軟な対処が望ま

れる。 

 
次に、資本規制を開始するのであれば、ウォンが相当程度、過小評価されて

いることもあり、為替介入への依存を減らす努力も同時並行で進めるべきであ

ろう。IMF は「対韓国 4 条報告」（2010 年 9 月）で、実質実効為替レートベー

スでの均衡為替相場水準と実勢相場の乖離を推計している。それによると、ウ

ォンの為替相場は、マクロバランス・アプローチでは 5％強、対外安定性アプロ

ーチでは 10％弱、均衡為替相場アプローチでは 20％強の過小評価となっている。 
 さらに IMF は、「自由な為替相場こそ 良の防御線」と述べている。人為的

に為替相場の動きを止めると、為替相場の先行きの変化の方向性に対する市場

の期待が一方向に傾きやすくなる（one way bets）。実際に、2000 年代中盤はそ

のために、先行きウォン高予想が広がり、弊害を生んだことは第 3 章 3 節で示

した。 
 また規制強化は、必ず規制回避のインセンティブを与え、迂回取引を生み出

したり、価格形成の歪みを別の場所に生じさせる可能性がある。銀行経由の資

本の流れを規制することに成功しても、ポートフォリオ投資を含むそれ以外の

取引手段にシフトすることも予想される（IMF4 条報告 2010 年）。 

 
 前述した「国際マクロ経済問題研究会報告」も、市場に歪みを残さないこと

の重要性を指摘している。 
「アジア通貨危機を例にすると、自由化しすぎて短期資本が流入したのでは

なく、継続的に利ざやが残り続けるような制度と政策の歪み（ドル・ペッグ制

度等）が存在していたという点が指摘されている。これにより民間投資家が不

適切なリスクの評価をしてしまい、巨額の短期資本流入が発生したことから、

自由化か規制かという点だけでなく、このような歪みを正すことが必要であろ

う。」 

 
 規制により資本移動にブレーキをかけるのであれば、韓国は期待を一方向に

傾ける恐れのある為替介入を控えていくべきだろう。まずは為替介入実績を後

日公表するなど、透明性を高める努力を始めるべきであろう。 
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補論（2）資本規制を正当化できる条件とは 

 
IMF Staff Position Note “Capital Inflows: The Role of Controls”*が 2010 年

2 月に発表された。同論文はその性格上、IMFの公式見解を示すものではないが、

資本規制に関する議論に大きな影響を及ぼしていると考えられる。以下はその

抄訳である。 

 
資本流入規制に関する考え方 

 
Ⅰ．はじめに 
自由な資本移動は、貯蓄の限られた国に投資資金を提供し、投資リスクの分

散を促し、異時点間の貿易を促進し、金融市場の発展に貢献する。それを制限

する資本規制は、貿易制限と同様に、資源配分の歪みをもたらし、経済を非効

率にする。 
 一方で、急激な資本流入は、群衆行動や過度の楽観論と相まって、為替相場

上昇の行き過ぎや資産バブルをもたらし、金融の脆弱性を増すことがある。 
 こうした急激な資本流入に対応する手段として、財政政策、金融政策、為替

相場政策、為替市場介入、国内の健全性規制、それに資本規制がある。 
 経済が完全雇用に近く、外貨準備水準が適正で、為替相場水準が過小評価で

ない場合、資本流入が一時的なものであれば、資本規制は、マクロ経済政策と

健全性規制と組み合わせれば、正当化される。 
 資本規制の実施のコスト、その実効性、資本流入への影響、金融脆弱性を改

善させる効果、グローバル・インバランスへの影響など、資本規制について多

面的に考える必要がある。 

 
Ⅱ．資本流入への対応 
新興・発展途上国への資本流入は、調達金利を低下させ、その国の信認を示

す効果があることから、歓迎すべきであるが、急激な資本流入はマクロ経済運

営を難しくし、金融リスクを生み出しうる。 
マクロ経済面では、自国通貨の上昇から貿易部門の競争力を損なう。金融の

脆弱性の側面については、資本流入は対外借入や保有する為替リスクを過度に

拡大させ、信用ブーム、さらに資産バブルを引き起し、その後の急激な巻き戻

しの動きが起こりうる。 

                                                  
* Jonathan D. Ostry, Atish R. Ghosh, Karl Habermeier, Marcos Chamon, Mahvash S. 
Qureshi, and Dennis B. S. Reinhardt (2010), “Capital Inflows : The Role of Controls,” 
IMF Staff Position Note, SPN/10/04, February 19. 
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多面的に検討すると、ある一定の条件の下では、資本規制は正当化できる。 

 
マクロ経済的インプリケーション 
資本流入に対する対応法を検討すると以下のようになる（図表 1）。 

 
為替相場増価 
まず、為替相場が過小評価であれば、為替相場増価を許容することは適切な

対応である。しかし、既に為替相場が過大評価であれば、国際競争力への悪影

響が懸念される。 

 
外貨準備の積増し 
為替相場増価を許容できない場合、為替市場で自国通貨売り介入をするので、

外貨準備が増加する。外貨準備の水準が十分でなければ、資本流入は外貨準備

の積増しのための良い機会である。 

 
不胎化 
外貨準備積増しの場合、マネーサプライを増価させるので、インフレ懸念が

あれば、不胎化介入の必要がでてくる。しかし、不胎化介入にも限度がある。

不胎化のための中央銀行による市場へ債券売却を吸収する国内金融市場の規

模にも限界があるし、外貨準備から発生する受け取り利子と、それを上回る自

国通貨建て債券の支払利子との差額が財政負担になるからである。また、不胎

化を続けると、国内金利は高めに維持されるので、資本流入圧力は続くことに

なる。 
不胎化介入の継続が難しかったり、金融政策の独立性を失うリスクがあった

り、外貨準備の一層の増加が望ましくない場合、マクロ経済政策や、より直接

的な資本規制といった方法で資本流入を抑制する必要がでてくる。 

 
金融財政政策 
金利引下げや財政引締め（特に資本流入の原因が財政拡大であった場合）に

よって、資本流入を減少させる。景気過熱リスクがある場合は、金利引下げは

望ましくない。財政引締めには、政治的に実施が難しい場合がありうることや

決定から実施までのタイム・ラグの問題がある。 

 
資本規制 
マクロ経済政策だけでは十分でない場合、資本流入に対する対応として、資

本規制が有用である場合がある。特に資本流入の加速が一時的である場合であ
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る。為替相場の上昇が一時的である可能性が高い一方で、その貿易部門への影

響が履歴効果を通じて長引く可能性が高ければ、なおさらである。 
一方で、資本流入が一時的ではなく長引きそうであれば、その経済はより高

い為替相場水準に適応できるように調整する必要がある。資本規制を課しても、

時間の経過とともにその実効性が低下すれば、さらに強い資本規制を必要とす

るので、資源配分の歪みを増幅する可能性が高まる。 
資本流入急増への対応：マクロ経済面と健全性規制からの対応 

（出所）Jonathan D. Ostry, Atish R. Ghosh, Karl Habermeier, Marcos Chamon, Mahvash S. Qureshi, and Dennis B.S. Reinhardt.
    (2010) Capital Inflows: The Role of Controls. IMF Staff Position Note. February, IMF. の Figure1
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金融脆弱性 
資本流入が金融危機に対する脆弱性を増幅するリスクは、流入形態によって

異なる。債務形態のほうが株式形態よりもリスクが高い。後者は資金供給者と

需要者の間でリスクが共有されるからである。資本流入は、国内貸出（外貨建

てを含む）ブームを招き、群衆行動から海外の貸し手が過度の楽観論に傾く一

方で、為替リスクや外貨流動性を軽視した近視眼的な借り手の行動と相まって、

金融の脆弱性を招く。 
 債務の期間は短期であるほどリスクが高い。また、期間とは別に資本流入形

態をリスクの高い順に並べると、例えば、外貨建て債務、消費者物価インデク

ス現地通貨建て債務、現地通貨建て債務、株式投資、直接投資、の順になる。 
平時には、国内銀行システムに対する健全性規制（自己資本規制とヘッジし

ない外貨建て貸出に対する制限など）で十分であるが、金融脆弱性を悪化させ

かねない大規模な資本流入に対しては、資本規制は健全性規制を補完する。 
例えば、外貨建て対外債務に対して準備金を課すことは、たとえ、対外債務

の総額に及ぼす効果はなく、他の形態での対外債務の増加によって代替された

としても、それはリスクの削減につながる。短期対外債務に対する課税は、対

外債務の期間構造の長期化を促す。 適な課税の規模は、流動性危機のリスク、

それに伴う財政調整の規模とその社会的コスト、満期の異なる債務の代替の弾

力性などに依存する。金融取引税は短期のキャリートレードのコストを相対的

に高くする効果を通じて、そうした取引を抑制する。 

 
その他に考慮すべきこと 
有効性 
資本規制を実施するための行政上の手段（administrative apparatus）が確

保されているか？ 

 
資本流出に対する規制 
この規制には、資本純流入額を減少させる効果がある一方で、資金の国内回

帰が確保されることで、投資対象としての魅力が増し、資本流入を拡大させる

効果もある。結局のところ効果の方向性ははっきりしない。 

 
多面的に考慮すべきこと 

資本規制の使用が広がれば、投資の効率的配分に悪影響を及ぼす。また、グ

ローバル・インバランス是正への対応を阻害する。ある国が資本規制を導入す

ると、他の国々に資本が向かうことで、他の国も資本規制を導入するといった、

伝染的な広がりをみせる可能性がある。こうした金融保護主義は、近隣窮乏化
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政策とみなすこともできる。 
一方で、資本規制がリスクを増すような資本流入を防止するのであれば、外

貨準備への予備的需要を減少させ、それがグローバル・インバランスの是正、

金融の安定に貢献する。 

  
以上を要約すると、資本規制導入には主に 2 つの理由がある。為替相場の上

昇を抑えることと、過度でリスクのある形態での資本流入による危機への脆弱

性を抑制することである。これらは、マクロ経済政策や健全性規制によって対

応すべきであるが、資本流入規制は、適切に設計されたものであれば、ある環

境の下では、そうした政策を補完しうる。特に、一時的な資本流入の加速に対

しては、そうである。 
より恒常的な資本流入の拡大は、ファンダメンタルズをより反映したもので

あるから、資本規制ではなく経済ファンダメンタルズの調整が必要となる。な

お、資本流入の急増が一時的なものか恒常的なものであるかを区別することは

必ずしも容易ではない。 

 
Ⅲ．資本流入、脆弱性、資本規制――いくつかの定型化された事実 
どのような場合に、資本規制はマクロ経済運営や健全性規制を補完するうえ

で有用であろうか。 

 
実証的な証拠 
資本規制の有効性は以下のような効果から判断される。すなわち、資本流入

量を減少させる、為替相場の増価を抑制する、資本流入の期間別構成を変化さ

せることで金融の脆弱性を減少させる、金融政策の独立性を高める、などであ

る。 
個別国毎の研究では、資本規制が資本流入量の抑制に効果があったことを示

す研究は少ない。しかし、クロス・カントリー分析によると、ある一定の資本

流入拡大を経験した国々では、その効果が観察できる。 
他の条件が一定であれば、資本取引の自由な国の方が、制限されている国よ

りも資本流入が大きいと考えられる。資本規制の有効性は、その規制の範囲、

規制実施のための行政上、および制度上のインフラ、投資家にとってその規制

を迂回することのインセンティブに依存する。 
資本規制が資本流入量の制限に効果があるとの証拠が乏しい背景には以下の

ようなものが考えられる。 
 近の新興市場国で採られた資本規制が相対的に限定的であること 
 資本規制は他の政策とあわせてパッケージで実施されることが多いので、
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 資本規制の強度自体を測ることが難しいこと。 
 計測上の識別可能性の問題（資本流入が加速した場合に規制を導入する傾

向があるので、規制が流入を増やしているような計測結果になる場合があ

る。） 
資本規制の資本流入量への効果だけでなく、為替相場増価抑制効果について

も証拠が乏しい。 

 
近の世界金融危機からの証拠 
資本規制の金融政策の独立性や資本流入の満期構成への効果を確認した実証

分析はある。 
まず、 近の世界金融危機において、対外債務が大きいほど、金融部門の直

接投資残高が大きいほど、景気減速が深刻であった傾向が読み取れる一方で、

非金融部門の直接投資残高が大きいほど、景気減速は軽微であったとの実証分

析が確認できる。 
また、対外債務と金融部門の直接投資は、金融脆弱性と関連する信用ブーム

と国内銀行部門における外貨建て貸出との関係が強いとの実証分析がある。国

内の家計や企業は海外から直接、また、銀行部門ではなく、非金融部門を通じ

て借入を行う。したがって、これらの資本フローへの規制は、信用ブームと国

内銀行部門における外貨建て貸出に関する健全性規制を補完する。 
さらに、世界金融危機時に資本規制が既にあったことと、その危機における

景気の落ち込みとの間には負の関係がみられる。その因果性については、はっ

きり確認できないが、金融の脆弱性に起因する景気の落ち込みを回避するうえ

で、資本規制は関係していると考えられる。危機回避と有意に関係しているの

は対外債務に関する資本規制である。 

 
補足 
例えば、1990 年代のブラジル、チリ、コロンビアなどで資本規制は、資本流

入額への影響は小さかった。為替相場への影響も同様である。2006 年 12 月の

タイの資本規制については、規制導入後の 1 週間足らずで為替相場は逆に上昇

した。 
チリの資本規制によって、対外債務の期間の長期化と、直接投資残高のシェ

ア増加がみられた。対外債務に対して準備金を課す政策は、対外債務の期間の

長期化に有効であった。コロンビアでも 1993 年に導入されたが類似の効果がみ

られた。 
健全性規制の強化は、通貨のミスマッチや資本流入を制限するうえで有効で

74 
 



あった。マレーシア、チリ、クロアチアの例がある。資本規制と補完関係にあ

る。 

 
Ⅳ．結論 
短期資本流入の潜在的不安定効果に十分に対応できる万能の対策はない。各

国の観点からは、為替相場増価、外貨準備積増し、金融財政政策による調整、

健全性規制の強化、などである。 
しかし、ある環境の下では、通常のマクロ経済政策による対応では適切でな

い場合がありうる。例えば、インフレ懸念があって国内金利引下げは適切でな

い場合、為替相場が既に過大評価である場合、外貨準備が適正水準を超えてい

る場合などである。また、国内の健全性規制の枠組みのみを通じて金融脆弱性

に迅速に対応することが不可能である場合である。 
こうした理由から、資本規制が資本流入の急増に対する政策対応として正当

性を持ちうる場合がありうる。 
資本流入管理に対して資本規制を用いることの適切性についてバランスのと

れた考察をするうえでは、多面的な視点が不可欠である。各国にとって資本規

制が資本流入急増に対する対応において助けになっても、資本規制を導入する

国が広がれば、各国間の投資の 適配分を損ない、世界景気の回復や拡大の見

通しに悪影響を及ぼしうる。 
資本規制の強まりは、資源配分の歪みをもたらさない政策を排除することに

なり、資本規制の導入が正当化できるような環境にない国々も、資本規制を導

入するという伝染効果をもたらすことになりかねない。資本規制採用の広がり

は、グローバル・インバランスの是正を阻害する。特に、為替相場が過小評価

されている国が、資本流入の為替相場上昇効果抑制策として実施した場合は、

そうである。 
逆に、ホットマネーの流入を抑制し、特にリスクの高い形態での資本流入を

抑制することで、外貨準備への予備的需要を抑制する限り、資本流入はグロー

バル・インバランスの是正に貢献し、金融安定に貢献する。様々な要因のバラ

ンスを考慮した資本流入の再導入に関する多国間の枠組みは、各国間の波及効

果を管理するうえで有効でありうる。 
資本規制はある状況の下では資本流入管理において正当性をもつ政策手段で

ある。しかし、資本規制を使用するうえでは、資源配分の歪みをもたらすコス

ト、実施するうえでの行政コストなどと、マクロ経済政策の効果を取戻し、金

融脆弱性を減少させる便益とのバランスを考慮すべきである。 
資本規制は、それが継続される限りにおいて、その適切性が維持されている

ことを確認するための定期的な点検作業を実施する必要がある。同時に、資本
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規制の実施がより多くの国に広がらないように留意すべきである。 
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第 4 章 韓国の経常・資本取引規制、金融セクター等に対するソウル・ジャパ

ン・クラブ等からの改善要望 

 
 ソウル首都圏で活動する日本人商工会議所であるソウル・ジャパン・クラブ

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

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

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

から取引銀行（外為銀行）にするというマイナーな規制緩和に過ぎない。単純

に比率で計れることではないが、受入率は 3％に過ぎない。また、長期検討から

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

同回答も事実上の受入困難とみなせよう。 

 
図表 4-1 金融分野での日系企業の要望と回答状況 

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

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

の韓国ウォン為替市場の開放である。同じ要望は日本機械輸出組合からも要望

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

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

定を伴う業務の外部委託の禁止を崩していない。しかし、こうした規制は外資

系金融機関にとって進出を阻害する要因となる。韓国政府は金融ハブの創設を

目指しているが、こういった規制を続けるのであれば、ハブ構想の実現性にも

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

地で得た情報によると、目標比率を満たせなくても当局は黙認しているという

ことであった。柔軟な対応をしているということになるが、そうであれば実態

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

項目 韓国当局の検討意見

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

項目 韓国当局の検討意見

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

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

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

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

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

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

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

長期検討（2006、2007、2008）
受入困難（2009）

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

項目 韓国当局の検討意見

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

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

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

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

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

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

過小資本税制の外国金融機関への弾力的運用
（2007）

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

項目 韓国当局の検討意見

預金保険制度加入の任意化
（2006）

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

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

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

資料）ソウル・ジャパン・クラブHP
 

 この他に、日本機械輸出組合は、1）外貨借入れ制限、2）外貨資金送金規制、

3）債権債務相殺規制の緩和を要望しているが、いずれも抜本的な改善はなされ

ていない。 
 

図表 4-3 日本機械輸出組合の要望 
要望 問題点 韓国政府の対応

外国為替取引
の自由化

外国為替取引の自由度が低く、外貨リスク
ヘッジ目的の外貨借入ができない。

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

非居住者への
韓国ウォン為
替市場の開放

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

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

非居住者への
韓国ウォン為
替市場の開放

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

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

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

証憑書類を免除されるようになったが、個人ならともかく企業にとって、この

金額では実質的な緩和にはならない。他には、債権債務相殺規制の緩和の要望

も聞かれたが、いずれもソウル・ジャパン・クラブや日本機械輸出組合の要望

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

外為規制が必要であることを理解しながらも、煩雑な事務の軽減を求めている。 
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巻末資料 1 アジア通貨危機以降の韓国の外為制度・資本規制の変遷 

1998年 1999年 2000年

外国為替制度

外国為替相場制度 前年12月16日から自由変動相場制を採用。

外国為替及び資本規制

主要事項 外国為替管理自由化基本計画を公表。

98年基本計画に従い、第1段階の自由化を実施。

①資本取引規制をネガティブ・リスト形式へ。

②先物取引やデリバティブに課せられていた実需原則を廃止。

③公認外為銀行制度は許可制から登録制へ移行。

直接投資

対内直接投資
外国投資家による韓国企業（防衛は除く）の買収（TOB）は、政

府承認なしで可能とされる。

対外直接投資
対外投資に対する対外直接投資諮問委員会（The Outward

Direct Investment Advisory Committee)による評価廃止。

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

韓国株式への外国直接投資に対する合計限度は廃止され、非

上場会社株式への投資が可能になる。外国人は国内投資信託

を自由に購入可能となる。

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

非居住者による外国通貨建て証券の発行が可能とされる。

その他投資

全般的規制

借入

（4月30日現在）

外国為替銀行または企業が海外で外国通貨建てで借入れ

(financial credits)を行うことに対する制限なし。ただし、財務構

造が健全でない企業による償還期間1年以下の借入れ

(financial credits)だけはMOFEの承認必要。

ポジショ ン規制
7月1日、直物及び総合ポジショ ン・リミットは、総合ポジショ

ン・リミットに統合。

4月1日、外交為替エクスポージャー限度規制は拡大され、外交

為替ビジネスに参加するすべての金融機関に適用。

1月1日、外国為替ポジショ ン制度は、ネット総合ポジショ ン制

度から簡易ポジショ ン制度に変更。

総合売持ち/買持ちポジショ ン限度は簡素化され、前月末の資

本の20%（15%から引き上げ）に設定、すべての金融機関に拡

大。

（4月末現在）

ネットショ ートポジショ ンの合計あるいはネットロングポジショ

ンの合計のいずれか大きい方で測られる外国為替銀行の総合

ネットオープンポジショ ン（簡易ポジショ ン）は前月末の総資本

の20%に制限。

外国為替銀行の資産/負債構成に対し健全性規制適用。

外国為替銀行は、短期債務の少なくとも70%に当る短期資産

（3ヶ月未満）を保有すべきである。外国為替銀行は一覧から7

日間までの正の償還期間のミスマッチ(maturity mismatch)を維

持すべきである。いかなる負のミスマッチも一覧から1ヶ月まで

の外国通貨建て資産の全体の10%を超えてはならない。

（12月末現在）

外国為替銀行は、短期債務の少なくとも70%の短期資産（3ヶ月

未満）を保有し、長期資産の５０％を超える長期借入れ（3ヶ月

超）を保有しなければならない。

預金及び準備率規制
（4月末現在）居住者の外国通貨口座は７％、非居住者の外国

通貨口座は１％。

企業

4月16日、MOFEは外国製造業者により国内に持ち込まれた償

還期間５年を超える長期貸付の使用に関わる制限を撤廃。７月

１日、償還期間１～３年の借入への制限を廃止。

4月1日、財務構造の健全な企業による償還期間1年以下の対

外借入れが可能とされる。

資金流出

（12月末現在）

居住者から非居住者に対する、１借入れ者当りで１億ウオンを

超える国内通貨建て貸付(financial credits)は、MOFEの承認必

要。

その他の規制

（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＞

参考付表「近年の資本取引規制の推移：1980年代～2006年」
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2001年 2002年

外国為替制度

外国為替相場制度

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

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 （1月末現在）資本取引はネガティブ・リスト方式に基づき規制。

借入

ポジショ ン規制

（1月末現在）外国為替銀行の資産/負債構成に対する健全性規制あ

り。外国為替銀行は短期負債の少なくとも80%（2000年6月10日より

前は70%）の短期資産（3ヶ月未満）を保有し、長期資産の50%を超え

る長期借入れ（３年超）を保有しなければならない。

預金及び準備率規制

１月１日より、非居住者自由ウオン勘定に関する償還期間条件を廃

止。

（１月末現在）

非居住者勘定からの送金及び外貨の引出しは自由に行いうる。海外

への送金、あるいは対外支払い手段の購入・引出しのためまたは承

認された取引に関する支払のための他の外国通貨勘定への送金に

ついては、勘定を置く銀行の承認は必要とされない。

１月１日より、償還期間１年未満の預金・信託の設定に、BOKの許可

は必要とされない。

非居住者は、非居住者自由ウオン勘定を通じてのみ、ウオン建て経

常勘定取引を執行できる。

企業

資金流出

（１月末現在）

居住者から非居住者への30万ドルまでの貸付はBOKへの通知を要

するのみ。

機関投資家は資産多様化のために量的制限なく海外に預金を保有す

ることが認められる。

居住者から非居住者への、１借入者当り１億ウオンを超える国内通

貨建て貸付(financial credits)は、MOFEの承認を要する。１月１日よ

り、この限度額は10億ウオンに引上げられるとともに承認はBOKに変

更された。

（12月末現在）

居住者から非居住者への、1借入者当り10億ウオンを超える国内通

貨建て貸付(financial credits)は、BOKの承認を要する。

その他の規制

1月1日より、1万ドル相当額を超える外国紙幣の輸出は、BOKに取引

の報告をすることにより特別の許可なく行うことができることとされた。

1万ドル相当額を超える国内紙幣の輸出はBOKの許可は不要である

が、税務当局への通知を要する。輸出収入は外国為替取引規制を

遵守する限り他の海外取引に使用することができる。海外から回収さ

れた資金は外国為替取引規制を遵守する限り海外での取引に使用

することができる。

（1月末現在）

5万ドルを超える輸出収入は、6月以内に韓国に送金されなくではなら

ない。1月1日より、5万ドル相当額以下の輸出収入は、外国為替取

引規制を遵守する限り、対外取引に使用することができる。

7月2日より、その額を超える輸出収入がその受領のの6ヶ月以内に

国内送金されることが必要とされる金額は、5万ドル相当額から10万

ドル相当額に引上げ。

（12月末現在）

居住者は、支払が外国為替銀行を通じて行われる限り、外国通貨建

てで取引を行うことが出来る。

（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＞

参考付表「近年の資本取引規制の推移：1980年代～2006年」
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2003年 2004年 2005年

外国為替制度

外国為替相場制度

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
2年超の居住を目的とした個人による海外不動産の購入制限を30

万ドル相当から50万ドル相当に引き上げ。

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

ポジショ ン規制

2004年4月1日より、外国為替銀行は、(1)外国通貨建て短期負債

の少なくとも85%（以前は80%）の比率で外国通貨建て短期資産（償

還期間3ヶ月未満）を保有し、(2)外国通貨建て長期貸付けの少なく

とも80%（以前は50%）の比率で外国通貨建て長期借入れ（償還期

間1年以上）を保有しなければならない。

預金及び準備率規制

企業

資金流出

その他の規制
2005年7月1日より、一定のデリバティブ取引についてBOKの承認

を受ける義務は、BOKへの通知義務に変更。

（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＞

参考付表「近年の資本取引規制の推移：1980年代～2006年」に一部当研究所で加筆。
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2006年 2007年

外国為替制度

外国為替相場制度

(3月末現在）

独立フロート制。

ウオンの為替レートは、外国為替市場における需要と供給を基礎に決

定される。ただし、当局は、市場における秩序を欠く状況に対応するた

め必要なときは介入する。

外国為替及び資本規制

主要事項

直接投資

対内直接投資

（3月末現在）

非居住者は、一次産業、金融、運輸、通信、公益事業などのセクター

に関し関連法によって特定された条件を満たす限り、韓国に自由に投

資することができる。

直接投資の定義を、全ての国内株に拡大（2/26、従来は上場株か登

録株のみ対象）

資金手当てや妥当性など投資にあたっての審査を廃止（3/9、但し銀

行、保険会社への投資は除外）

対外直接投資

(3月末現在）

居住者は、指定外国為替銀行に通知を行うことにより、海外に自由に

投資できる。しかし、金融機関または保険会社への投資はMOFEへの

通知とその承認を必要とする。

申告を簡素化（2/26）

個人による海外での不動産取得（投資目的）の上限を1百万ドルから3

百万ドルに引き上げ（2/26）

事前 報告があれば 海外 動産 取得契約前 ド ま
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

(3月末現在）

外国投資家は、韓国企業により発行された株式を自由に購入できる。

しかし、指定された公益事業の株式をその民営化の過程で一定比率

を超えて取得することは、関連法により制限される。外国為替銀行以

外の居住者による外国通貨建て債券の海外での売却又は発行は、指

定外国為替銀行への通知を要する。居住者による、3千万ドルを超え

る外国通貨建て債券又はウオン建て債券の海外での売却または発行

はMOFEへの通知を要する。

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

(3月末現在）

外国機関は、預託証書(depositary receipts)の形で、韓国証券取引所

にその株式を上場させることが出来る。

その他投資

全般的規制
(3月末現在）

資本取引規制はネガティブ・リスト方式に基づき行われる。

借入

(3月末現在）

外国為替銀行は、償還期間1年を超え、年間の通算金額が5千万ドル

ないしその相当額を超える資金調達をMOFEに通知する必要がある。

非居住者から居住者への、3千万ドルを超える、貿易信用（延払い、

分割払い、輸出前貸し、輸出預金を含む）以外の商業貸は、MOFEへ

の通知を要する。

非居住者から居住者への3千万ドル相当までの貸付(financial

credits)は、外国為替銀行への通知を要する。3千万ドルを超える他の

貸付(credits)は、MOFEへの通知を要する。

ポジショ ン規制

預金及び準備率規制
（3月末現在）

居住者勘定の外国通貨構成は、制限なしに変更可能。

企業

（3月末現在）

非居住者から居住者への3千万ドル相当額までの貸付(financial

credits)は、外国為替銀行への通知を要する。3千万ドルを超える他の

貸付(credits)はMOFEへの通知を必要とする。

一定の使途について外貨建てローンの利用制限を導入（8/10）

資金流出

（3月末現在）外国為替銀行による非居住者に対する国内通貨建て

で、10億ウオンを超える金融及び商業貸付け(financial and

commercial credits)は、BOKへの通知を要する。

非居住者向けウォン建貸付の事前報告義務の免除を100億ウォンか

ら300億ウォンに引き上げ（12/17）

その他の規制

1月1日、国内送金義務の制限は1年半に延長される。資本取引に関

しBOKまたはMOFEの承認を受ける義務は、全てBOKないしMOFEへ

の通知義務に変更。認可外国為替銀行と機関投資家による１借入れ

者当り10億ウオンまでの国内通貨建て貸付、及び認可外国為替銀行

による外国通貨建て貸付に関する通知義務は、廃止。3月2日、輸出

収入の国内送金義務の限度額は、10万ドルから50万ドルに引上げ。

（3月末現在）

3月2日より、50万ドル（以前は10万ドル）又はその相当額を超える資

本取引による収入は、発生後1年半（2006年1月1日より。以前は6ヶ

月）以内に韓国に送金されなくてはならない。ただし、これらの資金を、

海外に留保し、外国為替取引規制に従って海外取引に使用することが

できる。

銀行券の輸出入の許可制を報告制に変更（12月）

輸出代金の国内回収義務適用除外の許可制から申告制へ変更。

機関投資家の分類の範囲を決定（2/26）

（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＞

参考付表「近年の資本取引規制の推移：1980年代～2006年」に、当研究所で2007年以降を加筆。
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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）

（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＞

参考付表「近年の資本取引規制の推移：1980年代～2006年」に、当研究所で2007年以降を加筆。
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巻末資料 2 外国為替取引規程（「外國換去來規程」2010.8.20）の抜粋、仮訳 
（翻訳：鄭淑仁） 

第 1-3 条（債権の回収） ①令第 12 条第 1 項の規定による債権は、次の各号の 1 に該当する債権を除く 1

件当たりの未回収残高が 50 万米ドルを超える債権とする。 <財政経済部告示第 2006-26 号、2006.8.3 改

定〉 

1. この規定により海外保有が認められた債権 

2. 外国人居住者が外国にいる非居住者から相続・遺贈・贈与によって取得した債権 

3. この規定により認められた資本取引に転換した場合の転換前債権。但し、転換手続きは該当資本取引の

規定に従う。 

②第 1 項の規程による債権を保有している居住者が、やむを得ない事由で同債権を回収対象債権から除外

したい場合は、別紙第1-1号書式の回収対象債権除外申告書にて韓国銀行総裁に申告しなければならない。

但し、次の各号の１に該当し、債権の回収が不可能と外国為替銀行の長が認める場合はこの限りではない。

<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

1. 取引相手方の破産、行方不明、その他これに準ずる不可抗力により債権回収が不可能であることを現地

の取引銀行、商工会議所または公共機関が確認する場合 

2. 取引当事者間において紛争が発生し、仲裁機関、裁判所または保険機関等が決めた債権金額を減免する

ことを決定、またはその所要経費とすることが確定した場合 

3. 取引相手方の引受拒絶、支払い拒絶により債権金額の回収が不可能、またはやむなく取引当事者間の合

意により債権金額を減免することにした場合で、現地の取引銀行、検査機関、公証機関または公共機関が

確認する場合 

4. 海外直接投資資金として使おうとする場合 

③第 1 項の規定による債権を保有している居住者が当該債権の回収期限を延長しようとする場合は、別紙

第 1-1 号書式の債権回収期限延長申告書にて韓国銀行総裁に申告しなければならない。但し、次の各号の 1

に該当する場合はこの限りではない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

1. 取引当事者間の合意、取引相手方の支払い拒否、または支払い不能により、債権の 初満期日から 3 年

以内に期限延長をしようとする場合で、外国為替銀行の長がやむを得ないと認める場合<財政経済部告示第

2005-25 号、2006.1.1 改定> 

2. 知識経済部長官が貿易政策上やむを得ないと認める場合<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

第 2-1条の 2(支払い及び受領) ①外国為替銀行がこの規定の適用を受ける支払いまたは受領を要請された

場合は、第 4 章に定めた支払い等の手続きにより取引しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号

2009.2.4 改定> 

②外国為替銀行の長は 1 件当たり米貨 1 千ドルを超過する支払い、または米貨 2 万ドル(同一者・同一人基

準)を超過する受領については、当該支払い等が法・令及びこの規定による申告等の対象かどうかを確認し

なければならず、支払い及び第 4-3 条第 1 項第 2 号但書の規定による受領の場合、確認手続きを履行した

ことを立証する書類を保管しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

③受領しようとする者の所在不明により受領の事由を確認することができない場合は、第 2 項による確認
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手続きを履行しないことができる。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

④外国為替銀行の長は、第 4 章の規定により提出された支払い等の証憑書類及び取得経緯立証書類に日付、

金額及び銀行名を表示した上で返還しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.新

設> 

第 2-2 条(外国為替の買入) ①外国為替銀行が外国為替を買い入れようとする場合は、売却しようとする者

の当該外国為替の取得が申告等の対象かどうかを確認しなければならない。但し、次の各号の 1 に該当す

る場合はこの限りではない。 

1. 米貨 2 万ドル以下の対外支払い手段を買い入れる場合。但し、同一者が同一人から 2 回以上買い入れ

る場合は、これを合算した金額が米貨 2 万ドル以下の場合に限る。 

2. 政府、地方自治体、外国為替業務取扱機関及び両替営業者から対外支払い手段を買い入れる場合 

3. 居住者から当該居住者の居住者勘定及び居住者外貨信託勘定に預置された外国為替を買い入れる場合 

4. 令第 10 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 6 号ア及びイに該当する者から対外支払い手段を買い入れる場

合<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

②同一者・同一人基準で米貨 1 万ドル以下の対外支払い手段を買い入れる場合、第 1 項第 2 号ないし第４

号に該当する場合と外国にある金融機関から買い入れる場合、及び外貨表示内国信用状手形を買い入れる

場合を除き、外国為替銀行は外国為替を買い入れた場合は、月ごとに翌月 10 日以内に買入に関する事項を

国税庁長及び関税庁長に通知しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

③第 1 項第 1 号及び第 4 号を除き、外国為替銀行が外国人居住者または非居住者から取得経緯を立証する

書類を提出しない対外支払い手段を買い入れる場合は、当該売却をしようとする者が別紙第 7-4 号書式の

対外支払い手段売買申告書により韓国銀行総裁に申告しなければならない。 

④外国為替銀行は、外国人居住者または非居住者から外国為替を買い入れる場合は、1 回に限り外国為替

買入証明書・領収書・計算書等外国為替の買入を証明できる書類を発行・交付しなければならない。 

第 2-3 条(外国為替の売却) ①外国為替銀行は、次の各号の 1 に該当する場合に限り、内国支払い手段を代

価に外国為替を売却することができる。 

1. 居住者に対する売却で、次の各目の 1 に該当する場合 

ア. 外国為替を買い入れようとする者が、当該外国為替を認められた取引または支払いに使うために買い

入れる場合 

イ. 外国人居住者に売却する場合は、外国為替の売却金額が 近入国日以降米貨 1 万ドル以内、または第

4-4 条第 1 項及び第 2 項の規定による金額の範囲内の場合<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2.改定> 

ウ. 外国人居住者を除く居住者が、外国通貨、旅行者小切手及び旅行者カードを所持する目的で買い入れ

る場合<財政経済部告示第 2002-12 号、2002.7.2 改定> 

エ. 第 7-8 条第 1 項第 2 号の規定により、居住者勘定及び居住者外貨信託勘定への預置のために売却する

場合 

オ. 他の外国為替銀行に振り替えるために外国為替を売却する場合。但し、対外勘定及び非居住者外貨信

託勘定に振り替えようとする場合は、認められた取引に伴う支払いに限る。 

2. 非居住者に対する売却で、次の各目の 1 に該当する場合 
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ア. 非居住者が 近入国日以降、当該滞在期間中、外国為替業務取扱機関または両替営業者に内国通貨及

びウォン貨表示旅行者小切手を代価に外国為替を売却した実績の範囲内 

イ. 非居住者が、外国為替銀行海外支店、現地法人金融機関及び第 7-48 条第 1 項第 8 号の外国金融機関

に内国通貨及びウォン貨表示旅行者小切手を代価に外国為替を売却した実績の範囲内<財政経済部告示第

2007-62 号、2007.12.17.改定> 

ウ. 外国で発行されたクレジットカードまたはデビットカードを所持した非居住者が国内でウォン貨キ

ャッシングサービスを受けた場合、或いはデビットカードでウォン貨を下ろした場合は、その金額の範囲

内 

エ. アないしウの売却実績等がない非居住者の場合は、米貨 1 万ドル以内 

オ. 認められた取引に伴う対外支払いのための場合 

カ. 第 4-4 条の規定による金額の範囲内<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.新設> 

3. 第 1 号イ及び第 2 号オにかかわらず、次の各目の 1 に該当する支払いのために売却する場合は、当該

買入をしようとする者が別紙第 7-4 号書式の対外支払い手段売買申告書により韓国銀行総裁に申告しなけ

ればならない。 

ア. 第 7-6 条第 1 項第 2 号の規定による国内ウォン貨預金・信託勘定関連の元利金の支払い。但し、在外

同胞の国内財産の搬出の場合は、第 4-7 条の規定を適用する。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.

改定> 

イ. 外国人居住者の国内不動産売却代金の支払い。但し、外国から携帯輸入または送金(対外勘定に預置さ

れた資金を含む)された資金で取得した国内不動産の売却代金を支払おうとする場合は、この限りではない。 

ウ. 海外在住韓国人等に対する与信に関連し、担保提供または保証による立替えの場合を除き、非居住者

間の取引に関連し、非居住者が担保・保証の提供後に行う、国内財産処分代金の支払い<財政経済部告示第

2007-62 号、2007.12.17.改定> 

エ. 第 2-6 条(居住者が担保または保証を提供した場合に限る)、第 7-13 条第 4 号、第 7-16 条、第 7-17 条

第 9 号、第 7-45 条第 11 号及び第 18 号但書の規定により非居住者が取得したウォン貨資金の対外支払い。

但し、在外同胞が第 2-6 条または第 7-45 条第 18 号但書の規定により取得したウォン貨資金の対外支払い

をする場合は、第 4-7 条の規定による。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

オ. 第 1 号イ及び第 2 号の範囲を超過し、内国支払い手段を代価として支払おうとする場合 

②外国為替銀行の長は、第 1 項第 1 号イの米貨 1 万ドル以内及び第 1 項第 2 号エの規定により外国為替を

売却した場合は、当該取引者の旅券に売却金額を表示しなければならない。但し、1 百万ウォン以下に相

当する外国通貨を売却する場合は、この限りではない。<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2.改定> 

③外国為替銀行は、居住者または非居住者に対し、取得または保有が認められた外国為替を代価に外国通

貨表示外国為替を売却することができる。但し、外国為替銀行が外国人居住者または非居住者に、取得経

緯を立証する書類を提出しない外国為替を代価に他の外国通貨表示外国為替を売却しようとする場合は、

第 2-2 条第 3 項の規定を準用する。 

④外国為替銀行は、国内居住期間が 5 年未満の外国人居住者または非居住者に外国為替を売却する場合は、

売却実績等を証明する書類を提出させ、当該外国為替の売却日付・金額その他必要な事項を記載しなけれ
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ばならない。但し、令第 10 条第 2 項第 1 号及び第 6 号ア及びイの規定に定めた非居住者については、本

人の確認書をもって証憑書類に代えることができる。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

⑤外国為替銀行は、第 1 項第 1 号の規定により、居住者に同一者、同一人基準で米貨 1 万ドルを超過する

外国通貨、旅行者カード及び旅行者小切手を売却した場合は、同事実を月ごとに翌月 10 日以内に国税庁長

及び関税庁長に通知しなければならない。但し、政府、地方自治体、外国為替業務取扱機関、外国人居住

者及び第 3-2 条第 4 項第 2 号の規定により、両替営業者に売却した場合は、この限りではない。<財政経済

部告示第 2007-13 号、2007.2.26 改定> 

第 2-4 条（外国為替銀行等との外国為替売買） 外国為替銀行が韓国銀行、外国為替平衡基金、外国為替

業務取扱機関の総合金融会社・投資売買業者・投資仲介業者・保険事業者、外国にある金融機関（内国支

払い手段を対価とした対外支払い手段の売買は除く）及び他の外国為替銀行と外国為替を売買する場合は、

第 2-2 条及び第 2-3 条の規定を適用しない。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

第 2-4 条の 2（外国為替証拠金取引） ①外国為替証拠金取引を取り扱おうとする外国為替銀行は、銀行

間共通取引基準（ 小契約単位、 小取引証拠金等を含む）に従わなければならない。 

②第 1 項の取引基準を定める場合は、企画財政部長官と事前に協議しなければならない。 

③外国為替銀行の長は、月間の外国為替証拠金取引実績を翌月 10 日までに韓国銀行総裁に報告しなければ

ならず、韓国銀行総裁は、銀行別の取引実績を翌月 20 日までに企画財政部長官に報告しなければならない。 

<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.新設> 

第 2-5 条（外貨資金の借入及び証券の発行） ①外国為替銀行が非居住者から米貨 5 千万ドルを超過する

外貨資金を償還期間（据え置き期間を含む、以下同じ）1 年超過の条件で借り入れようと（外貨証券の発

行を含む）する場合は、企画財政部長官に申告しなければならない。<財政経済部告示第 2006-26号 2006.8.3

改定> 

②第 1 項の場合を除き、外国為替銀行が外貨資金を借り入れる（外貨証券の発行を含む）場合は、申告を

要しない。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

第 2-6 条（貸付） ①外国為替銀行が居住者または非居住者に外貨貸付をしようとする場合は申告を要し

ない。但し、外国為替銀行が居住者から保証または担保の提供を受け、非居住者に外貨貸付をする場合は、

貸付を受けようとする非居住者が韓国銀行総裁に申告しなければならない。 

<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

②第 1 項の但書規定にかかわらず、次の各号の 1 に該当する場合は申告を要しない。<財政経済部告示第

2005-25 号、2006.1.1 改定> 

1. 韓国輸出入銀行頭取が企画財政部長官の承認を受けた業務計画の範囲内で韓国輸出入銀行法に基づい

て支援する外国法人に対する事業資金の貸付及び外国政府等に対する貸付 

2. 韓国輸出保険公社の社長が知識経済部長官の承認を受けた業務計画の範囲内で輸出保険法に基づいて

支援する輸出保険に付保した外国法人に対する事業資金の貸付及び外国政府等に対する貸付 

<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

③外国為替銀行が国内で非居住者に次の各号の 1 に該当する韓国ウォン貨資金を貸し付けようとする場合

は申告を要しない。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 
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1. 令第 10 条第 2 項第 1 号及び第 6 号のア及びイの規定に該当する非居住者に対する韓国ウォン貨資金の

貸付 

<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

2. 非居住者自由ウォン勘定（当座預金に限る）を開設した非居住者に対する 2 営業日以内の決済資金の

ための当座貸付 

3. 国民である非居住者に対する韓国ウォン貨資金の貸付 

4. 第 1 号ないし第 3 号に該当しない者に対する同一人基準 10 億ウォン以下（他の外国為替銀行の貸付を

含む）の韓国ウォン貨資金の貸付 

④第 3 項の規定に該当する場合を除き、外国為替銀行が国内で同一人基準 300 億ウォン以下（他の外国為

替銀行の貸付を含む）の韓国ウォン貨資金を非居住者に貸し付けようとする場合は、当該非居住者が外国

為替銀行の長に申告しなければならない。但し、居住者の保証または担保の提供を受けて貸し付ける場合

は、当該非居住者が韓国銀行総裁に申告しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.

改定> 

⑤外国為替銀行が非居住者に対し、第 3 項または第 4 項に該当しない韓国ウォン貨資金を貸し付けようと

する場合は、貸付を受けようとする非居住者が借入資金の用途等を明記し、韓国銀行総裁に申告しなけれ

ばならない。<財政経済部告示第 2006-26 号、2006.8.3 改定> 

第 2-6 条の 2（預金及び信託） ①外国為替銀行が居住者または非居住者のために開設できる預金勘定及

び金銭信託勘定の種類は以下の通りである。 

1. 第 2 号イ及びウを除く居住者の外貨資金預置のための居住者勘定及び居住者外貨信託勘定 

2. 次の各目の 1 に該当する者の外貨資金預置のための対外勘定及び非居住者外貨信託勘定 

ア. 非居住者 

イ. 個人である外国人居住者 

ウ. 大韓民国政府の在外公館勤務者及びその同居家族 

3. 非居住者が国内で使うための目的の韓国ウォン貨資金を預けておく非居住者ウォン貨勘定 

4. 非居住者（外国人居住者を含む）が対外支払いの自由なウォン貨資金を預けておく非居住者自由ウォ

ン勘定及び非居住者ウォン貨信託勘定<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2.改定> 

5. 海外移住者、海外移住予定者または在外同胞が国内財産搬出用の外貨資金を預けておく海外移住者勘

定 

6. 居住者が外貨証券投資用の外貨資金を預けておく外貨証券投資専用外貨勘定 

7. 非居住者または外国人居住者が国内ウォン貨証券・場内デリバティブ投資用の韓国ウォン貨資金及び

外貨資金を各々預けておく投資専用非居住者ウォン貨勘定及び投資専用対外勘定<企画財政部告示第

2009-2 号 2009.2.4 改定> 

8. 投資売買業者・投資仲介業者が非居住者または外国人居住者の証券・場内デリバティブの投資資金の

管理のため、第 7 章第 3 款の規定により、外貨資金を預けておく投資専用外貨勘定<企画財政部告示第

2009-2 号 2009.2.4 改定> 

9. 韓国預託決済院（以下「預託決済院」という）が非居住者の株式預託証書の発行に係る資金を管理す
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るために外貨資金を預けておくウォン貨証券専用外貨勘定<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

②第 1 項各号の勘定別預金の種類は韓国銀行総裁が決め、韓国銀行総裁が預金の種類を新設または変更し

た場合は、その内容を遅滞なく企画財政部長官に報告しなければならない。 

③第 1項各号の勘定別預置または処分の理由は、第 7章に定めるところによる。<財政経済部告示第 2007-62

号、2007.12.17.新設> 

第 2-7 条（貸付債権等の売買） 外国為替銀行が居住者または非居住者と貸付債権、貸付手形、貸付債権

の元利金受取権、外貨証券及び外貨債権を売買する場合は申告を要しない。<財政経済部告示第 2007-62

号、2007.12.17.改定> 

第 2-8 条（保証） ①外国為替銀行が次の各号の 1 に該当する保証をしようとする場合は申告を要しない。

<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

1. 居住者間の取引に関し保証をする場合 

2. 居住者（債権者）と非居住者（債務者）の認められた取引に関し、債権者の居住者に対し保証をする

場合で、非居住者が外国為替銀行に保証または担保を提供する場合 

3. 居住者（債務者）と非居住者（債権者）の認められた取引に関し、債権者の非居住者に対し保証をする

場合 

4. 海外在住韓国人等に対する与信に関連し、当該与信を受ける同一人当たり米貨20万ドル以内で保証（担

保管理承諾を含む）する場合 

5. 非居住者間の取引に関し保証をする場合で、次の各目の 1 に該当する場合 

ア. 第 8-2 条の規定に該当する保証 

イ. 海外建設及び用役事業において居住者が非居住者と合弁して受注・施工等をする工事契約に係る入札

保証等のための保証金の支払いに代える保証 

ウ. 国内企業の現地法人が締結する海外建設及び用役事業、輸出、その他外貨獲得のための契約に関連し

た入札保証等のための保証金の支払いに代える保証 

エ. アないしウの場合を除き、居住者が外国為替銀行に保証または担保を提供しなかった場合。但し、非

居住者から国内財産を担保として提供され、保証（担保管理承諾を含む）する場合を除く<財政経済部告示

第 2005-25 号、2006.1.1 但書新設> 

②第 1 項に該当する場合を除き、外国為替銀行が保証（担保管理承諾を含む）しようとする場合は、保証

を依頼する当事者が韓国銀行総裁に申告しなければならない。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1

改定> 

第 2-9 条（外国為替ポジションの区分） 外国為替銀行の外国為替買入超過額と売却超過額（以下、「外国

為替ポジション」という）は、次のように区分する。 

1. 現物為替ポジション（現物外貨資産残高と現物外貨負債残高との差額に相当する金額） 

2. 先物為替ポジション（先物外貨資産残高と先物外貨負債残高との差額に相当する金額） 

3. 総合ポジション（現物外貨資産残高及び先物外貨資産残高の合計額と現物外貨負債残高及び先物外貨

負債残高の合計額との差額に相当する金額） <企画財政部告示第 2010-14 号 2010.7.9 新設> 

第 2-9 条の 2（外国為替ポジションの限度） ①総合ポジションの限度は次の各号の通りである。 
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1. 総合買入超過ポジションは、各外国通貨別買入超過額の合計額基準、前月末の自己資本の 100 分の 50

に相当する金額。但し、韓国輸出入銀行の場合、外貨資金貸付残高の 100 分の 150 に該当する金額とする。 

2. 総合売却超過ポジションは、各外国通貨別売却超過額の合計額基準で、前月末の自己資本の 100 分の

50 に相当する金額<企画財政部告示第 2010-14 号 2010.7.9 改定> 

②先物為替ポジションの限度は、次の各号の通りである。 

1. 外国為替銀行の買入超過ポジションまたは売却超過ポジション基準で前月末の自己資本の 100 分の 50

に相当する金額。但し、銀行法第 58 条による外国金融機関国内支店の場合は、前月末の自己資本の 100

分の 250 に相当する金額とする。 

2. 第 1 号にかかわらず、企画財政部長官は資本流出入の変動性が拡大するなど、外国為替市場の安定等

のために緊急に必要な場合は、第 10-15 条により第 1 号に定めた限度を 100 分の 50 の範囲内で加減して

決めることができる。<企画財政部告示第 2010-14 号 2010.7.9 新設> 

③韓国銀行総裁は、繰越利益余剰金の為替リスクのヘッジのための外国為替買入分に対し、別途限度を認

めてもらおうとする外国銀行国内支店と外国為替ポジションの限度の超過が必要と認められる外国為替銀

行については、第 1 項及び第 2 項に定めた外国為替ポジション限度のほか、別途限度を認めることができ

る。<企画財政部告示第 2010-14 号 2010.7.9 改定> 

④第 1 項及び第 2 項の自己資本は、国内外国為替銀行の場合は納入資本金・積立金及び繰越利益余剰金の

合計額をいい、外国銀行の国内支店の場合は甲基金・乙基金・積立金及び繰越利益余剰金の合計額をいう。

<企画財政部告示第 2010-14 号 2010.7.9 改定> 

⑤外国為替銀行の長は、外国為替ポジションの限度に関連し、韓国銀行総裁に毎月外国為替ポジションの

状況を報告しなければならず、韓国銀行総裁はこれを金融監督院長に通知しなければならない。<企画財政

部告示第 2010-14 号 2010.7.9 改定> 

 

 

第 4-2 条（支払い等の手続き） ①1 件当たり米貨 1 千ドルを超過する支払い等をしようとする者は、外

国為替銀行の長に支払い等の事由と金額を立証する書類（以下、この章で「支払い等の証憑書類」という）

を提出しなければならない。但し、この規定による申告を要しない取引で、非居住者または外国人居住者

が外国にある資金を国内に搬入するために受領する場合はこの限りではない。 

②支払い等をしようとする者は、当該支払い等をする前に、当該支払い等、またはその原因になる取引、

行為が法律、令、この規定及び他の法令等により申告等をしなければならない場合は、その申告等を先に

行わなければならない。 

③支払い等をしようとする者が該当支払い等に関連し必要な申告等を履行しないなど、法、令及びこの規

定に違反した場合は、当該違反事実を制裁機関の長に報告し、必要な申告手続きを事後的に完了してから

支払い等をすることができる。但し、領収をしようとする場合は、外国為替銀行を経由し違反事実を制裁

機関の長に報告した後、領収することができる。 

④第 3 項の規定により違反事実の報告を受けた制裁機関の長は、違反した当事者が法第 19 条第 2 項による

制裁を受ける恐れがある場合、またはその他制裁の実効性の確保のため必要と認められる場合、制裁処分
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が確定するまで支払い等を中断させることができる。 

⑤この規定により取引外国為替銀行を指定した場合は、当該外国為替銀行を通じて支払い等（携帯輸出入

のための両替を含む）を行わなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

第 4-3 条（居住者の支払い等手続きの例外） ①第 4-2 条第 1 項の規定にかかわらず、居住者（外国人居

住者は除く）は次の各号の 1 に該当する場合、支払い等の証憑書類を提出しなくても支払い等を行うこと

ができる。 

1. この規定による申告を必要としない取引で、次の各号の 1 に該当する支払い 

ア. 年間累計金額が米貨 5 万ドル以内（第 7-2 条第 8 号の取引に伴う支払い金額を含む）の場合 

イ. 年間累計金額が米貨 5 万ドルを超過する支払いで、該当取引の内容と金額を書類により銀行の長が確

認できる場合 

2. この規定による申告を必要としない受領。但し、同一者・同一人基準で米貨 2 万ドルを超過する場合

は、書面により外国為替銀行の長から受領事由の確認を受けなければならない。<企画財政部告示第 2009-2

号 2009.2.4 改定> 

3. 政府または地方自治体の支払い等 

4. 第 4-5 条ないし第 4-7 条の規定による支払いを除き、取引または行為が発生する前に行う支払い。 

この場合、取引または行為の発生後、一定の期間内に支払証憑書類を提出し、精算しなければならない。

但し、その支払い金額の 100 分の 10 以内においては精算義務を免除することができる。 

5. 前年度の輸出実績が米貨 5 千万ドル以上の企業の送金方式輸出代金の受領及び前年度の輸入実績が米

貨 5 千万ドル以上の企業の送金方式輸出代金の支払い。但し、支払い等の証憑書類の提出を免除された企

業は、関連支払い等の証憑書類を 3 年間保管しなければならない。 

6. 外国人投資促進法上、外国人投資企業及び外国企業の国内支社の設立のために非居住者が支出した費

用の返還のための支払い。但し、支出費用を受領した外国為替銀行を通じて支払わなければならない。<

企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

7. 第 4-5 条ないし第 4-7 条に、支払い等の証憑書類を提出しなくても支払うことができると別途定めた資

金の支払い 

②第 1 項第 1 号ないし第 2 号により証憑書類を提出しない場合も、支払い等をしようとする者は、外国為

替銀行の長に当該取引の内容を説明し、第 2-1 条の 2 の手続きにより確認を受けなければならない。 

③第 1 項第 1 号による支払いをしようとする者は、取引外国為替銀行を指定しなければならない。 

④<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2.削除> 

 

第 6-1 条（適用範囲） 法第 17 条及び令第 31 条第 2 項の規定により申告しなければならない支払い手段

または証券（以下、「支払い手段等」という）の輸出入の範囲と基準は、この章に定めるところによる。<

企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

第 6-2 条（申告等） ①居住者または非居住者が次の各号の 1 に該当する支払い手段等を輸出入する場合

は申告を要しない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

1. 米貨 1 万ドル以下の支払い手段等を輸入する場合。但し、内国通貨、ウォン貨表示旅行者小切手及び
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ウォン貨表示自己宛小切手以外の内国支払い手段を除く。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

2. 約束手形.為替手形.信用状を輸入する場合 

3. 米貨 1 万ドル以下の支払い手段（対外支払い手段、内国通貨、ウォン貨表示自己宛小切手及びウォン

貨表示旅行者小切手をいう）及び第 3 項の規定に定めた手続きを経た対外支払い手段を輸出する場合<財政

経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

4. 令第 10 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 6 号ア及びイに該当する者が対外支払い手段を輸出入する場合

<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

5. 次の各目の 1 に該当する支払い手段等を輸出する場合 

ア. 第 5-11 条の規定により認められた対外支払い手段を輸出する場合 

イ. 非居住者が次に該当する対外支払い手段を輸出する場合 

（1） 認められた取引に伴う対外支払いのために送金小切手または郵便為替を輸出する場合 

（2） 近の入国の際に携帯輸入した範囲内、または国内で認められた取引により取得した対外支払い手

段を輸出する場合 

（3） この法の適用を受けない取引により取得した債権を処分しようと発行した小切手を輸出する場合 

（4） 駐韓米合衆国軍隊及びこれに準ずる国際連合軍が韓米行政協定に関連する勤務または雇用により取

得した、或いは外国の源泉から取得した対外支払い手段、または当該国家の公金である対外支払い手段を

輸出する場合 

ウ. 外国人居住者がこの法の適用を受けない取引により取得した対外支払い手段を輸出する場合 

エ. 次に該当する内国支払い手段を輸出する場合 

（1） 輸出物品に含まれ、或いは加工され、対外貿易法に定めるところにより内国支払い手段を輸出する

場合 

（2） 非居住者が入国の際に携帯輸入したか或いは国内で買い入れたウォン貨表示旅行者小切手を輸出す

る場合 

（3） <財政経済部告示第 2002-12 号、2002.7.2 削除> 

6. 外国為替銀行が外国為替銀行海外支店、外国為替銀行現地法人または外国金融機関（外貨両替営業者

を含む）と内国通貨を輸出入する場合<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2.改定> 

7. 次の各目の 1 に該当する支払い手段等を輸出入する場合 

ア. <企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 削除> 

イ. 次に該当する無記名式証券または記名式証券を輸出入する場合 

（1） 資本取引の申告をした者が、申告したところにより記名式証券を輸出入する場合<財政経済部告示

第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

（2） 外国人投資促進法により取得した記名式証券を輸出入する場合 

（3） 第 7-31 条第 1 項第 10 号の規定により居住者が取得した本社の株式や国際受益証券等を輸出入する

場合 

ウ. 居住者が米貨 5 万ドル相当額以内の外国通貨または内国通貨を支払い手段として使わず、自己貨幣収

集用.記念用.自動販売機試験用.外国展示用または貨幣収集家等への販売のために輸出入しようとする場合 
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エ. 韓国銀行.外国為替銀行または逓信官署が認められた業務を営むに当って対外支払い手段を輸出入する

場合 

オ. 居住者が輸出代金の受領のために外国通貨表示小切手を携帯輸入以外の方法で輸入する場合<企画財

政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

②第 1 項の場合を除き、次の各号の 1 に該当する場合は、管轄税関の長に申告しなければならない。 

<財政経済部告示第 2002-12 号、2002.7.2 改定> 

1. 居住者または非居住者が米貨 1 万ドルを超過する支払い手段（対外支払い手段と内国通貨、ウォン貨

表示旅行者小切手及びウォン貨表示自己宛小切手をいう）を携帯輸入する場合<財政経済部告示第 2002-12

号、2002.7.2 新設> 

2. 国民である居住者が米貨 1 万ドルを超過する支払い手段（対外支払い手段、内国通貨、ウォン貨表示

旅行者小切手及びウォン貨表示自己宛小切手をいう）を携帯輸出する場合<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17.改定> 

3. <企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 削除> 

③次の各号の 1 に該当する者が米貨 1 万ドルを超過する対外支払い手段を国内で取得する場合は、当該取

得事実に対し外国為替銀行の長の確認を受けなければならない。 

1. 令第 10 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 6 号ア及びイに該当する者を除く非居住者が次の各目の 1 に該

当する方法で取得する場合<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

ア. 対外支払い手段を対外勘定及び非居住者外貨信託勘定の引出等で取得するか或いは送金を受領する場

合<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

イ. 第4-4条第1項第1号ないし第3号の規定により取得する場合<企画財政部告示第2009-18号2009.9.30

改定> 

2. 外国人居住者が次の各目の 1 に該当する方法で取得する場合 

ア. 第 1 号アに該当する場合 

イ. 第 4-4 条第 1 項第 1 号の規定により取得する場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

ウ. 海外旅行経費の支払いのために取得する場合。但し、海外滞在者及び海外留学生は第 5-11 条の規定に

よる。 

④第 2 項及び第 3 項の規定により申告を受けたか或いは確認要請を受けた管轄税関の長または外国為替銀

行の長は、支払い手段の申告及び取得事実を確認し、当該居住者または非居住者に別紙第 6-1 号書式の外

国為替申告（確認）済証を発行・交付しなければならない。 

⑤第 4 項の規定により外国為替申告（確認）済証を発行・交付した税関の長は、月ごとに翌月 10 日以内に

同申告事実を国税庁長に通知しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

⑥第 6-2 条第 1 項第 6 号の規定により内国通貨を輸出入した外国為替銀行の長は、四半期ごとに内国通貨

輸出入実績をまとめ、次の四半期の 初の月の 10 日までに韓国銀行総裁に報告しなければならない。<財

政経済部告示第 2002-12 号、2002.7.2 新設> 

第 6-3 条（管轄税関の長への申告） ①第 6-2 条の規定を除き、居住者または非居住者が支払い手段等を

輸出入しようとする場合は、管轄税関の長に申告しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号
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2009.2.4 改定> 

②第 1 項の規定による申告をしようとする者は、別紙第 6-2 号書式の支払い手段等の輸出入（変更）申告

書に次の各号の 1 に該当する書類を添付し、当該申告機関に提出しなければならない。申告した内容を変

更しようとする場合も同じである。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

1. 当該支払い手段等の輸出入の事由や原因になる取引、または行為の証憑書類 

2. 正常な取引慣行に符合するかどうかなど、輸出入の必要性を立証する書類 

③<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 削除> 

 

第 7 章 資本取引 

第 1 節 通則 

第 7-1 条（適用範囲） 令第 32 条の規定による資本取引の申告等については、第 8 章及び第 9 章の規定に

定めた場合を除き、この章に定めるところによる。<企画財政部告示第 2009-18 号 2009.9.30 改定> 

第 7-2 条(申告等の例外取引) 次の各号の 1 に該当する資本取引をしようとする場合は申告等を要しない。

<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 但書削除> 

1. 韓国銀行が外国為替業務として行う取引 

2. 外国為替業務取扱機関が外国為替業務として行う取引及び同外国為替業務取扱機関を取引相手とする

取引(第 2 章及びこの章で申告するよう規定されている場合は申告した場合に限る)<企画財政部告示第

2009-2 号、2009.2.4 改定> 

3. 両替営業者が第 3 章第 1 節の規定に定めるところにより両替業務として行う取引 

4. 外国為替平衡基金が法･令及びこの規定により行う取引 

5. 取引当事者の一方が申告等をした取引(但し、申告人が定められた場合、該当申告人が申告等をした取

引)<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

6. 第 7-44 条により申告した居住者が資金統合管理のために米貨 3 千万ドル以内で指定取引外国為替銀行

を通じて非居住者と行う海外預金、金銭貸借、担保提供取引及び外国為替銀行に対する担保提供<企画財政

部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

7. この章による資本取引で、取引 1 件当り支払い等の金額（分割して支払い等を行う場合はそれぞれの支

払い等の金額を合算した金額を言う。以下、この条で同じ）が米貨 1 千ドル以内である場合<財政経済部告

示第 2007-62 号、2007.12.17 新設> 

8. この章による資本取引で、居住者(外国人居住者を除く。以下、この条で同じ）取引 1 件当りの支払い金

額が米貨 1 千ドル超過米貨 5 万ドル以内であり、年間支払い累計金額が第 4-3 条第 1 項第 1 号ア本文の金

額を超過しない場合。但し、支払いの際に第 4-3 条第 3 項の指定取引外国為替銀行の長から取引の内容に

対する確認を受けなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 新設> 

9. この章による資本取引で、居住者の取引 1 件当りの受領金額が米貨 1 千ドル超過米貨 5 万ドル以内で、

年間領収累計金額が米貨 5 万ドルを超過しない場合。但し、指定取引外国為替銀行の長から取引内容に対

する確認を受けなければならず、第 4-3 条の手続により受領しなければならない。<企画財政部告示第

2009-2 号、2009.2.4 改定> 
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第 7-3 条（支払い手続き） ①この章に別途定めた場合を除き、居住者間の資本取引または行為に伴う代

金の支払い等は、外国為替銀行を通じて支払い・受領をしなければならない。但し、1 件当たりの支払い・

受領金額が米貨 1 千ドル以下の場合と次の各号の 1 に該当する場合はこの限りではない。<企画財政部告示

第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

1. 外国に滞在している居住者間の金銭貸借取引の場合 

2. 特定保険事業者が国内の居住者と外国通貨表示保険契約を締結する場合 

3. 居住者が海外旅行経費の支払いに充てるために外国人居住者から対外支払い手段の贈与を受ける場合。

外国で発行された航空券、船票、旅客運賃先払通知書（P.T.A）、航空券引換証を含む。 

4. 居住者が他の居住者から資本市場と金融投資業に関する法律による証券市場（以下「証券市場」とい

う）に上場された外貨証券を、韓国取引所を通じて取得する場合<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改

定> 

②第 1 項本文の規定にかかわらず、外国為替銀行を通じることなく代金の支払い・受領をしようとする場

合は、韓国銀行総裁に申告しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

第 7-4 条（申告等の手続き） 資本取引の申告受理を受けようとする者または申告をしようとする者は、

次の各号の 1 に定める申告（受理）書を当該資本取引の申告（受理）機関に提出しなければならない。ま

た、申告内容を変更しようとする場合は、変更事項及び変更事由を添付し、当該申告（受理）機関に提出

しなければならない。 

<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

1. 預金、信託契約に伴う債権の発生等に関する取引：別紙第 7-1 号書式 

2. 金銭の貸借契約に伴う債権の発生等に関する取引:別紙第 7-2 号書式 

3. 債務の保証契約に伴う債権の発生等に関する取引:別紙第 7-3 号書式 

4. 対外支払い手段、債権その他売買契約に伴う債権の発生等に関する取引:別紙第 7-4 号書式 

5. 証券の発行または募集:別紙第 7-5 号書式 

6. 証券取得:別紙第 7-6 号書式 

7. デリバティブ取引:別紙第 7-7 号書式<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

8. 担保契約に伴う債権の発生等に関する取引:別紙第 7-8 号書式<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4

改定> 

9. 賃貸借契約に伴う債権の発生等に関する取引:別紙第 7-9 号書式<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4

改定> 

10. 証券貸借契約に伴う債権の発生等に関する取引:別紙第 7-11 号書式<企画財政部告示第 2009-2 号

2009.2.4 改定> 

第 7-5 条（資本取引の内申告受理） ①第 7-4 条の規定による資本取引の申告受理をするに当って、資本

取引の申告受理機関は内申告受理をし、一定期間の準備期間が経過した後に本申告受理をすることができ

る。 

<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

②第 1 項で「一定期間の準備期間」とは、当該資本取引に関する当事者間の合意、予約、仮契約等以降本
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契約締結前までの期間をいい、その期間は 1 年を超えることができない。 

 

第 2 節 預金、信託契約に伴う資本取引 

第 1 款 国内預金及び国内信託 

第7-6条(取引手続き等) ①居住者または非居住者が国内で次の各号の1に該当する預金取引及び信託取引

をしようとする場合は申告を要しない。 

1. <企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 削除> 

2. 国民である非居住者が国内で使うために内国通貨で預金取引及び信託取引を行う場合 

②第 1 項で規定された場合を除き、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。 

③第 1 項及び第 2 項の規定により、居住者と国内で信託取引(居住者間のウォン貨信託取引を含む)をする

者が信託契約の満了により金銭でない資産またはこれに対する権利を取得しようとする場合は、この規定

に定めるところにより申告等をしなければならない。<財政経済部告示第 2001-19 号、2001.11.6 改定> 

第 7-7 条(勘定の種類等) <財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 削除> 

第 7-8 条(勘定への預置) ①居住者勘定及び居住者外貨信託勘定に預けておける支払い手段は、次の各号の

1 に該当する対外支払い手段とする。 

1. 取得または保有が認められた対外支払い手段 

2. 内国支払い手段を対価として外国為替銀行等から買い入れた対外支払い手段 

②対外勘定及び非居住者外貨信託勘定に預けておける支払い手段は、次の各号の 1 に該当する対外支払い

手段とする。 

1. 外国から送金されてきた対外支払い手段 

2. 第4-4条第1項及び第2項により対外支払いが認められた対外支払い手段<企画財政部告示第2009-2号、

2009.2.4 改定> 

3. 国内金融機関と外国為替銀行海外支店、外国為替銀行現地法人、外国金融機関(以下、「外国為替銀行海

外支店等」という。以下この項で同じ）間または外国為替銀行海外支店等間の外貨決済により取得した対

外支払い手段<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 新設> 

4. 第 5 節第 2 款の規定により、国内で証券の発行により調達した資金<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17 新設> 

③海外移住者勘定に預けておける支払い手段は、次の各号の 1 に該当する国内にある財産を処分して取得

した内国支払い手段を対価に外国為替銀行等から買い入れた対外支払い手段とする。 

1. 海外移住者及び海外移住予定者の自己名義の財産<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

2. 在外同胞の自己名義の国内財産<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

④非居住者ウォン貨勘定に預けておける支払い手段は、次の各号の 1 に該当する内国支払い手段とする。 

1. 非居住者が国内で取得した内国支払い手段(外国から輸入または受領した対外支払い手段を対価として

取得した内国支払い手段を含む)<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

2. 非居住者が対外経済協力基金法施行令による借款供与契約書により支払いを受けた内国支払い手段 
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⑤非居住者自由ウォン貨勘定及び非居住者ウォン貨信託勘定に預けておける支払い手段は、次の各号の 1

に該当する内国支払い手段とする。 

1. 非居住者(外国人居住者を含み、第 2 号を除く。以下本項で同じ）が外国から送金或いは携帯搬入した外

貨資金または本人名義の対外勘定及び非居住者外貨信託勘定に預けられた外貨資金を内国支払い手段を対

価に売却した資金<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2 改定> 

2. 非居住者(経常取引代金の取立･決済業務を行う外国為替銀行海外支店、外国為替銀行現地法人、外国金

融機関を含む)が内国通貨表示経常取引代金(輸出入取引に係る運賃、保険料を含む)または内国通貨表示再

保険取引代金として取得した内国支払い手段<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

3. 非居住者本人名義の他の非居住者自由ウォン貨勘定、投資転用非居住者ウォン貨勘定及び非居住者ウォ

ン貨信託勘定からの振替<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

4. 国際金融機構の場合、韓国銀行内にある本人名義の非居住者ウォン貨勘定からの振替(対外支払いが認め

られた資金に限る) 

5. 認められた資本取引により国内で取得した資金で、対外支払いが認められた資金<財政経済部告示第

2007-62 号、2007.12.17 改定> 

6. 非居住者(資金受領の指示を受けた外国にある金融機関を含む)が外国為替同時決済システムを通じた決

済またはこれに関連した取引により取得した内国支払い手段<財政経済部告示第 2005-13 号、2005.7.1 新

設> 

7. 第 2-6 条により借り入れたウォン貨資金(但し、居住者から保証または担保の提供を受けて借り入れたウ

ォン貨資金を除く)(2006.8.3 新設) 

8. 外国に所在する公認された取引所で取引される証券、場内デリバティブのウォン貨決済により取得した

資金<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

9. 第 5 節第 2 款の規定により、国内で証券の発行により調達した資金<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17 新設> 

10. 第 7-37 条第１項の但書に定めるところにより、外国人投資者が国債または韓国銀行法第 69 条による

通貨安定債の売買を国際預託決済機構に委託して投資する場合で、国際預託決済機構名義の投資専用非居

住者ウォン貨勘定から振り替えられた資金。但し、国際預託決済機構名義の投資専用非居住者ウォン貨勘

定内の本人名義の顧客口座に預置された資金に限る。<企画財政部告示第 2010-10 号、2010.5.19 新設> 

第 7-9 条(勘定の処分) ①居住者勘定及び居住者外貨信託勘定の処分には制限をおかない。但し、対外支払

い(対外勘定及び非居住者外貨信託勘定への振替を含む)をしようとする場合は、第 4 章の規定に定めるとこ

ろによる。 

②対外勘定及び非居住者外貨信託勘定は、次の各号の 1 に該当する用途で処分することができる。 

1. 外国への送金 

2. 他の外貨預金勘定及び外貨信託勘定への振替 

3. 対外支払い手段への引き出しまたは外国為替銀行等からの他の対外支払い手段の買入 

4. 外国為替銀行等に内国支払い手段を対価にした売却 

5. その他認められた取引に伴う支払い 
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6. 国内金融機関と外国為替銀行海外支店、外国為替銀行現地法人、外国金融機関(以下、「外国為替銀行海

外支店等」という。以下、この項で同じ）間または外国為替銀行海外支店等間の外貨決済による支払い<

財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 新設> 

③海外移住者勘定は次の各号の 1 に該当する用途で処分することができる。 

1. 第 4-6 条の規定により認められた海外移住費送金(送金小切手及び旅行者小切手の引き出しを含む)及び

第 4-7 条の規定により認められた国内財産の送金<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

2. 外国為替銀行等への内国支払い手段を対価にした売却 

④非居住者ウォン貨勘定は、次の各号の 1 に該当する用途で処分することができる。 

1. 内国支払い手段への引き出しまたは居住者ウォン貨勘定及び他の非居住者ウォン貨勘定への振替<財政

経済部告示第 2001-19 号、2001.11.6 改定> 

2. 対外経済協力基金法施行令による借款供与契約書に定めるところにより支払われた非居住者ウォン貨

勘定預置金で、非居住者が外国為替の買入、或いは買い入れた外国為替の外国為替銀行を通じた外国への

送金その他認められた取引に使う場合 

3. 外国に対する非居住者ウォン貨勘定に発生した利子送金のために外国為替銀行等に対外支払い手段を

対価にした売却 

⑤非居住者自由ウォン貨勘定及び非居住者ウォン貨信託勘定は、次の各号の 1 に該当する用途で処分する

ことができる。 

1. 外国為替銀行等への対外支払い手段を対価にした売却 

2. 内国通貨表示経常取引代金または内国通貨表示再保険取引代金支払い(支払いをする者は経常取引代金

の取立･決済業務を行う外国為替銀行海外支店、外国為替銀行現地法人、外国金融機関を含み、支払い方法

は口座間振替方式に限る)<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

3. 非居住者(外国人居住者を含む)本人名義の他の非居住者自由ウォン貨勘定、投資専用非居住者ウォン貨

勘定及び非居住者ウォン貨信託勘定への振替 <企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2 改定> 

4. 国際金融機構の場合、韓国銀行内にある本人名義の非居住者ウォン貨勘定への振替 

5. 第 7-15 条により認められた居住者に対するウォン貨資金貸付<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17 改定> 

6. 外国から国内に支払いが依頼された 1 件当り(同一者、同一人基準)米貨 2 万ドル相当以下のウォン貨資

金の支払い(外国為替銀行海外支店、外国為替銀行現地法人、外国金融機関名義の勘定に限る)<財政経済部

告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

7. 外国為替同時決済システムを通じた決済またはこれに係る取引のための資金の振替(資金支払いの指示

を受けた外国にある金融機関の処分を含む)<財政経済部告示第 2005-13 号、2005.7.1 新設> 

8. 第 2-6 条により借り入れたウォン貨資金の元利金償還(財政経済部告示第 2006-3 号、2006.8.3.新設) 

9. 外国に所在する公認された取引所で取引される証券・場内デリバティブのウォン貨決済のための資金の

支払い<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

10. 第 5 節第 2 款の規定により発行した証券の元利金償還、証券の買入及び証券発行手数料等発行費用の

支払い<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 新設> 
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11. クレジットカード等の使用による代金の支払い（カード使用代金の決済及び現金引出に限る）<企画財

政部告示第 2008-6 号、2008.6.2 新設> 

12. 外国為替銀行が非居住者自由ウォン勘定の預置金を担保として提供され、ウォン貨貸付をした場合、

担保権の行使のための外国為替銀行の預置金処分<企画財政部告示第 2009-18 号、2009.9.30 新設> 

13．第 7－37 条第 1 項の但書に定めるところにより、外国人投資者が国債または韓国銀行法第 69 条によ

る通貨安定債の売買を国際預託決済機構に委託しようとする場合、国際預託決済機構名義の投資専用非居

住者ウォン貨勘定内の本人名義の顧客口座への振替<企画財政部告示第 2010-10 号、2010.5.19 新設> 

第 7-10 条(確認等) ①以下の各号の 1 に該当する場合の外国為替銀行等の確認については、第 2-2 条第 1

項、第 3 項及び第 4 項の規定を準用する。(2006.8.3.改定) 

1. 第 7-8 条第 1 項第 1 号の規定により、居住者勘定及び居住者外貨信託勘定に預金及び信託を預る場合ま

たは受託する場合。但し、他の居住者勘定及び居住者外貨信託勘定からの振替はこの限りではない。 

2. 第 7-9 条第 2 項第 4 号の規定による用途で対外勘定及び非居住者外貨信託勘定を処分する場合 

②第 7-8 条第 2 項第 2 号に該当する対外支給手段の対外勘定及び非居住者外貨信託勘定への預置に関連し、

外国為替銀行等は第 4-4 条第 1 項及び第 2 項に該当するかどうかを確認しなければならない。 <財政経済

部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

 

第 2 款 海外預金及び海外信託 

第 7-11 条(取引手続き等) ①居住者が非居住者と海外で次の各号の 1 に該当する預金取引及び信託取引を

しようとする場合は申告を要しない。 

1. 外国に滞在している居住者が外貨預金または外貨信託取引を行う場合 

2. 居住者が公共借款の導入及び管理に関する法律またはこの規定による非居住者からの外貨資金借入に

関連し、外貨預金取引を行う場合 

3. この章第 7 節及び関係法令に定めるところにより、海外場内デリバティブ取引をしようとする居住者が

当該取引に関連し外国にある金融機関と外貨預金取引を行う場合<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4

改定> 

4. 国民である居住者が居住者になる前に外国にある金融機関に預けて置いた外貨預金または外貨信託勘

定を処分する場合 

5. 居住者が第 5 節の規定による外国での証券発行に関連し、預金取引を行う場合 

6. 居住者がこの章第 6 節の規定による証券投資、第 8 章の規定による現地金融、第 9 章の規定による海外

直接投資及び海外支社に関連し外貨預金取引を行う場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

7. 預託決済院が第 6 節第 2 款により居住者が取得した外貨証券を外国にある証券預託機関または金融機関

に預託･保管し、同預託･保管証券の権利行使のために外貨預金取引を行う場合<企画財政部告示第 2009-2

号、2009.2.4 改定> 

8. 認められた取引に伴う支払いのために外貨預金及び外貨信託勘定を処分する場合 

9. 外国為替同時決済システムを通じた決済に関連し、外国為替銀行が CLS 銀行または外国為替同時決済

システムの非居住者会員銀行と複数通貨(ウォン貨を含む)預金またはウォン貨預金取引を行う場合<財政

105 
 



経済部告示第 2005-13 号、2005.7.1 新設> 

10. 認められた取引により第 9 章第 4 節の外国にある不動産またはこれに関する権利を取得しようとする

か或いは既に取得した居住者が申告した内容により当該不動産取得に関連し国内から送金した資金で外貨

預金取引を行う場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

11. 預託決済院、証券金融会社または証券貸借取引の仲介業務を営む投資売買業者または投資仲介業者が

第 7-45 条第 1 項第 16 号及び第 7-48 条第 1 項第 6 号の規定による証券貸借取引に関連し外貨預金取引を

行う場合<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

12. 第 2 項の規定による外貨預金取引申告を行った居住者が認められた取引により海外から取得した資金

を預けて置く場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 新設> 

13. 第 7-14 条第 7 項但書の規定により、国内に本店を置く外国為替銀行海外支店または現地法人の金融

機関、外国金融機関に預けて置く場合<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

②第 1 項の規定に該当する場合を除き、居住者が海外で非居住者と外貨預金取引をしようとする場合は、

指定取引外国為替銀行の長に申告しなければならない。但し、国内から送金した資金で預けようとする場

合は、指定取引外国為替銀行を通じて送金しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17

改定> 

③居住者が海外で非居住者と次の各号の 1 に該当する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。 

1. 第 2 項の規定にかかわらず、次の各目の 1 に該当する者を除く居住者が 1 件当り(同一者、同一人基準)

米貨 5 万ドルを超過して国内から送金した資金で預けて置こうとする場合。この場合も、指定取引外国為

替銀行を通じて送金しなければならない。<財政経済部告示第 2001-19 号、2001.11.6 改定> 

ア. 機関投資家 

イ. 前年度の輸出入実績が米貨 5 百万ドル以上である者 

ウ. 海外建設促進法による海外建設業者 

エ. 外国航路に就航している国内の航空または船舶会社 

オ. 遠洋漁業者 

2. 第 1 項第 1 号、第 4 号及び第 8 号の規定に該当する場合を除き、居住者が海外で非居住者と信託取引を

しようとする場合 

④第 1 項及び第 3 項の規定により海外で非居住者と信託取引をする居住者が信託契約期間の満了により金

銭でない資産またはこれに対する権利を取得しようとする場合はこの規定に定めるところにより申告等を

しなければならない。 

第 7-12 条(報告等) 

①第 7-11 条第 1 項第 12 号、第 2 項及び第 3 項の規定により、海外で預金取引を行う者（機関投資家は第

7-35 条による報告に代えるものとする）が海外で 1 件当り米貨 1 万ドルを超過して入金した場合、または

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。 
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②第 7-11 条第 1 項第 12 号、第 2 項及び第 3 項の規定により海外で預金取引を行う者（機関投資家は第 7-35

条による報告に代えるものとする）及び第 7-11 条第 3 項の規定により海外で信託取引を行う者（機関投資

家は第 7-35 条による報告に代えるものとする）のうち以下の各号の 1 に該当する者は、指定取引外国為替

銀行を経由して翌年度の初月末日までに残高現況報告書を韓国銀行総裁に提出しなければならない。 

1. 法人: 年間入金額または年間残高が米貨 50 万ドルを超過する場合 

2. 法人以外の者: 年間入金額または年末残高が米貨 10 万ドルを超過する場合 

③韓国銀行総裁は、第 1 項による海外入金報告書は関税庁長に、第 2 項による残高現況報告書は国税庁長

に通知しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 新設> 

 

第 3 節 金銭の貸借、債務の保証契約に伴う資本取引 

第 1 款 金銭の貸借契約 

第 7-13 条（申告の例外取引） 居住者が金銭の貸借契約に伴う債権の発生等に関する取引をしようとする

場合で、以下の各号の 1 に該当する場合は申告を要しない。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改

定> 

1. 居住者が他の居住者と金銭の貸借契約に伴う外国通貨と表示或いは支払いを受けられる債権の発生等

に関する取引をしようとする場合 

2. 居住者が非居住者と外国人投資促進法による借款契約を締結、或いは公共借款の導入及び管理に関する

法律による公共借款協約を締結する場合 

3. 居住者が非居住者と対外経済協力基金法による借款供与契約を締結する場合 

4. 国民である居住者と国民である非居住者との間で、国内で内国通貨と表示され支払われる金銭の貸借契

約を行う場合 

5. 大韓民国政府の在外公館勤務者、その同居家族または海外滞在者がその滞在に必要な生活費等の支払い

のために非居住者と金銭の貸借契約を行う場合 

6. 国際有価証券決済機構に加入した居住者が有価証券取引の決済に関連し非居住者から日中貸付

(intra-day credit)を受ける場合 

7. 認められた取引により第 9-39 条第 2 項の不動産を取得する際、取得資金に充てるために取得不動産を

担保にして非居住者から外貨資金を借り入れる場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

8. 外国為替同時決済システムを通じた決済に関連し、居住者会員銀行が CLS 銀行から CLS 銀行が定めた

一定限度のウォン貨支払いポジション(Short Position)を受けるか、或いは非居住者に日中ウォン貨信用供

与(Intra-day Credit)または一日ウォン貨信用供与(Over-night Credit)を行う場合<財政経済部告示第

2005-13 号、2005.7.1 新設> 

9. 外国為替同時決済システムを通じた決済に関連し、外国為替銀行が非居住者会員銀行から日中ウォン貨

信用供与(Intra-day Credit)または一日ウォン貨信用供与(Over-night Credit)を受ける場合<財政経済部告

示第 2005-13 号、2005.7.1 新設> 

第 7-14 条(居住者の外貨資金借入) ①第 7-13 条の規定に該当する場合を除き、次の各号の 1 に該当する居

住者が非居住者から外貨資金を借り入れ(外貨証券及びウォン貨連係外貨証券発行を含む。以下この款で同
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じ)ようとする場合は、指定取引外国為替銀行の長に申告しなければならない。但し、米貨 3 千万ドル(借入

申告時点から過去 1 年間の累積借入金額を含む。以下、この条で同じ)を超過して借り入れようとする場合

は、指定取引外国為替銀行を経由して財政経済部長官に申告しなければならない。<財政経済部告示第

2005-25 号、2006.1.1 改定> 

1. 地方自治体、公共機関<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

2. 公共目的の達成のため、政府または第 1 号の機関が設立、或いは出資･出捐した法人または政府業務受

託法人 

3. 営利法人 

②第 1 項にかかわらず、外国人投資促進法により一般製造業を営む会社（以下、この項で「一般製造業者」

という）または企画財政部長官から租税減免決定を受けた外国人投資企業で、高度の技術を伴う事業及び

産業資源サービス業を営む会社(以下、この項で「高度技術業者」という)が次の各号の 1 に該当する限度範

囲内で非居住者から償還期間 1 年以下（資金引出日から起算する）の短期外貨資金を借り入れようとする

場合は、第 1 項による指定取引外国為替銀行の長に申告しなければならない。<企画財政部告示第 2009-18

号、2009.9.30 改定> 

1. 高度技術業者の場合、外国人投資金額(外貨金額基準で、外国人投資企業登録証明書上の投資金額と登録

されていない株金納入額をいう、以下同じ)以内。但し、高度技術業者のうち外国人投資比率が 3 分の 1 未

満の企業は、外国人投資金額の 100 分の 75 以内 

2. 一般製造業者の場合、外国人投資金額の 100 分の 50 

③第 1 項の規定にかかわらず、精油会社及び原油、液化天然ガスまたは液化石油ガス輸入業者が原油、液

化天然ガスまたは液化石油ガスの一覧払い方式、輸出者信用方式(Shipper’s Usance)または事後送金方式輸

入代金決済のために償還期間 1 年以下の短期外貨資金を借り入れる場合は、取引外国為替銀行の長（L/C

方式の場合は L/C 開設銀行をいい、D/P、D/A 方式の場合は輸入為替手形取立銀行、事後送金方式の場合

は輸入代金の決済のための送金銀行をいう)に申告しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17 新設> 

④第 7-13 条の規定に該当する場合を除き、第 1 項第 1 号及び第 2 号以外の個人及び非営利法人が非居住者

から外貨資金を借り入れようとする場合は、指定取引外国為替銀行を経由し韓国銀行総裁に申告しなけれ

ばならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

⑤第 1 項の規定により申告する者のうち、第 1 項第 1 号及び第 2 号に該当する者が米貨 3 千万ドルを超過

する外貨資金を借り入れようとする場合は、財政経済部長官と事前に協議して申告しなければならない。<

財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

⑥第 1 項及び第 4 項の規定により申告しようとする者は、借り入れの際に別紙第 7-2 号書式の金銭貸借契

約申告書[証券を発行する場合は別紙第 7-5 号書式の証券発行申告書]に借入資金の用途を明記し申告機関

等に提出しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

⑦外貨を借り入れた居住者は、調達した外貨資金(第 7-13 条第 7 号の規定により調達した外貨資金を除く)

を指定取引外国為替銀行に開設された居住者勘定に預けた後、申告時に明記した用途で使用しなければな

らない。但し、経常取引代金の対外支払い、海外直接投資のために調達した資金は、国内に本店を置く外
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国為替銀行の海外支店・現地法人または外国金融機関に預けた後支払うか、或いは非居住者に直接支払う

ことができ、外貨証券の発行により調達した資金は、国内に本店を置く外国為替銀行の海外支店・現地法

人に預けて置くことができる。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

⑧第 7 項の但書の規定により外貨資金を預置或いは支払いをした者は、同勘定の預託・引出及び償還状況

を指定取引外国為替銀行の長に報告しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

⑨指定取引外国為替銀行の長は、四半期毎に第 7 項規定による居住者勘定または外貨預金勘定の預置・引

出及び償還の状況を韓国銀行総裁に報告しなければならず、韓国銀行総裁はこれをまとめ翌四半期の 初

の月の 20 日以内に財政経済部長官に報告しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17

改定> 

⑩財政経済部長官は、第 1 項規定により申告する者のうち、ウォン貨調達目的で外貨資金を借り入れた居

住者に対し、為替レート変動リスク防止のために必要な措置を取るよう指導することができる。<財政経済

部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

第 7-15 条(居住者のウォン貨資金借入) 第 7-13 条の規定に該当する場合を除き、居住者が非居住者からウ

ォン貨資金(非居住者自由ウォン勘定に預けられた内国支払い手段を言う)を借り入れようとする場合は、指

定取引外国為替銀行を経由し財政経済部長官に申告しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17 改定> 

第 7-16 条（居住者の非居住者に対する貸付） ①第 7-13 条に規定された場合を除き、居住者が非居住者

に貸し付けようとする場合(第 2 章で外国為替業務取扱機関の外国為替業務として認められた場合を除く)

は、韓国銀行総裁に申告しなければならない。但し、この項による申告事項のうち、他の居住者の保証ま

たは担保の提供を受けて貸し付ける場合及び 10 億ウォンを超過するウォン貨資金を貸し付ける場合は、貸

付を受ける非居住者が申告しなければならない。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

②韓国銀行総裁は、第 1 項による申告のうち法人でない居住者の非居住者に対する貸付については、同申

告内容を月ごとに翌月 20 日までに国税庁長に通知しなければならない。<財政経済部告示第 2005-25 号、

2006.1.1 改定> 

 

第 2 款 債務の保証契約 

第 7-17 条（申告例外取引） 以下の各号の 1 に該当する債務の保証契約による債権の発生等に関する取引

をしようとする場合は申告を要しない。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

1. 居住者(債権者)と居住者(債務者)の取引に対し、他の居住者が外国通貨表示保証を行う場合 

2. 居住者の輸出取引に関連し、外国の輸入業者が外国為替銀行から域外金融貸付を受けるに当って、当該

居住者がその域外金融貸付に対し、当該外国為替銀行に外国通貨表示保証を行う場合(当該外国為替銀行は、

輸出関連の域外金融貸付保証に関する報告書を四半期ごとに翌月 20 日までに韓国銀行総裁に提出しなけ

ればならない) 

3. 国内に本店を置く施設貸付会社が当該施設貸付会社の現地法人に対する外国為替銀行の域外金融貸付

に対し、本社の出資金額の範囲内で外国通貨表示保証を行う場合 

4. 居住者がこの規定により認められた取引をすることにより、非居住者から保証を受ける場合 
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5. 居住者が次の各目の 1 に該当する保証を行う場合 

ア. 第 7-14 条及び第 7-15 条の規定による資金借入契約に関し、他の居住者が非居住者に保証しようとす

る場合。但し、第 7-14 条第 1 項規定による主債務系列所属の上位 30 大系列企業の外貨資金借入契約に関

し、同系列所属の他の企業が保証する場合はこの限りではない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17

改定> 

イ. 居住者が第 4 章で規定した支払い(第 4-5 条ないし第 4-7 条の規定による場合を除く)のための外国通貨

表示保証を行う場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

ウ. 居住者がこの章第 8 節第 2 款の規定により認められた賃借契約をすることにより、国内の他の居住者

が外国通貨表示保証をするか、或いは施設貸付会社が外国の施設貸付会社と国内の実需要者間の認められ

た施設貸付契約に対し、外国通貨表示保証を行う場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

エ. 居住者の第 7-21 条第 1 項第 5 号の規定による約束手形売却に関連し、当該居住者の系列企業が外国通

貨表示対外保証を行う場合 

6. 居住者が非居住者と物品の輸出･輸入または役務取引を行うに当って保証を行う場合 

7. 居住者の輸出、海外建設及び役務事業等、外貨獲得のための国際入札または契約に関連した入札保証等

のために非居住者が保証金を支払うか、或いはこれに代える保証を行うに当って保証等を行う非居住者が

負担する債務の履行を当該居住者または系列関係にある居住者が保証または負担する契約を締結する場合 

8. 居住者第 7-11 条第 1 項第 3 号に該当する海外場内デリバティブ取引に必要な資金の支払いに代えて非

居住者が支払いまたは保証を行うに当って支払いまたは保証をする非居住者が負担する債務の履行を当該

居住者または当該居住者の系列企業が保証または負担する契約を締結する場合<企画財政部告示第 2009-2

号、2009.2.4 改定> 

9. 国民である居住者と国民である非居住者の間で、他の居住者のために内国通貨で表示され支払われる債

務の保証契約を行う場合 

10. 第 7-45 条第 1 項第 16 号及び第 7-48 条第 1 項第 6 号の規定に関連し、資本市場と金融投資業に関する

法律による証券金融会社が非居住者に保証する場合<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

11. 居住者が非居住者と海外建設及び用役事業、物品輸出取引を行うに当り、当該非居住者（入札代行機

関及び輸入代行機関を含む）と保証等を行う場合<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 新設> 

12. 第 7-40 条第 2 項の規定によるデリバティブ取引に関し、居住者が非居住者に保証を行う場合<企画財

政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 新設> 

第 7-18 条(外国為替銀行の長への申告等) ①居住者が非居住者と債務の保証契約に伴う債権の発生等に関

する取引をしようとする場合で、次の各号の 1 に該当する場合は、外国為替銀行の長に申告しなければな

らない。 

1. 国内に本店を置く投資売買業者・投資仲介業者が当該投資売買業者・投資仲介業者の現地法人の認めら

れた業務に伴う現地借入に対して保証を行う場合。但し、保証金額は当該現地法人に対する居住者の出資

金額の 300％以内に限る。 

2. 居住者の現地法人が外国の施設貸付会社から認められた事業遂行に必要な施設材を賃借するに当って

当該現地法人が負担する債務の履行を当該居住者または系列関係にある居住者が保証する場合 
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3. 国内に本店を置く施設貸付会社が、当該施設貸付会社現地法人の認められた業務に伴う現地借入に対し

本社の出資金額の範囲内で保証を行う場合 

②主債務系列所属の上位 30 大系列企業体の第 7-14 条第 1 項の規定による償還期間が 1 年を超過する長期

外貨資金借入契約に関連し、同系列所属の他の企業体が保証しようとする場合は、保証しようとする者が

借入者の指定取引外国為替銀行の長に申告しなければならない。この場合、第 7-14条第 1項の規定により、

借入に関する申告をする者が保証する者に代わって申告することができる。 

③海外在住韓国人等に対する与信に関連し、居住者または当該与信を受ける非居住者が国内にある金融機

関に米貨 20 万ドル以内で元利金の償還を保証しようとする場合は、指定取引外国為替銀行の長に申告しな

ければならない。この場合、取引外国為替銀行の指定は与信を受ける者の名義にし、海外でも一つの外国

為替銀行海外支店または現地法人金融機関等を取引金融機関に指定しなければならない。<財政経済部告示

第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

④第 3 項の規定に関連し保証を提供した者が立て替えようとする場合は、指定取引外国為替銀行を通じて

送金しなければならない。但し、外国為替銀行が立て替える場合はこの限りではない。<財政経済部告示第

2007-62 号、2007.12.17 新設> 

第 7-19 条（韓国銀行総裁への申告） 第 7-17 条及び第 7-18 条で規定された場合を除き、居住者と非居住

者との取引または非居住者間の取引に関し居住者が債権者である居住者または非居住者と債務の保証契約

(外国為替銀行に保証または担保を提供する行為を含む。但し、第 2-6 条第 3 項第 3 号及び第 4 号の場合を

除く)による債権の発生等に関する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。

<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

 

第 4 節 対外支払い手段、債権その他の売買及び用役契約に伴う資本取引 

第 7-20 条(居住者間の取引) ①居住者が他の居住者と対外支払い手段、債権その他売買及び用役契約に伴

う外国通貨で表示され、或いは支払いを受ける債権の発生等に関する取引をしようとする場合で、次の各

号の 1 に該当する場合は申告を要しない。 

1. 居住者と他の居住者との間で物品その他売買、用役契約に伴う外国通貨で支払われる債権の発生等に関

する取引 

2. 居住者間で支払い手段として使用する目的ではない、貨幣収集用及び記念用として外国通貨を売買する

取引 

3. 海外建設及び用役事業者と免税用物品製造者との間で海外就職勤労者に対する免税クーポンを売買す

る取引 

4. 外国為替銀行が居住者の輸入代金の支払いのためユネスコクーポンを当該居住者に売却する取引 

5. 居住者間の認められた取引で、取得した債権の売買契約に伴う外国通貨で表示、或いは支払いを受ける

ことができる債権の発生等に関する取引 

6. 居住者間の売買差益を目的としない取引で、同一者に米貨 1 千ドル以内で対外支払い手段を売買する取

引 

②第 1 項の規定に該当する場合を除き、居住者が他の居住者と対外支払い手段の売買契約に伴う外国通貨
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で表示、或いは支払いを受けることができる債権の発生等に関する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。 

③第 1 項第 1 号及び第 5 号の規定による代金は、外国為替銀行を通じて支払うか或いは受領しなければな

らない。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

第 7-21 条(居住者と非居住者との取引) ①居住者が非居住者と対外支払い手段、債権の売買契約に伴う債

権の発生等に関する取引をしようとする場合で、次の各号の 1 に該当する場合は申告を要しない。 

1. 外国為替銀行海外支店、外国為替銀行現地法人、外国金融機関(外貨両替営業者を含む)が海外に滞在す

る居住者とウォン貨表示旅行者小切手、ウォン貨表示自己宛小切手または内国通貨の売買取引を行う場合<

財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

2. 外国に滞在する居住者(在外公館勤務者またはその同居家族、海外滞在者を含む)が非居住者と滞在に直

接必要な対外支払い手段、債権の売買取引を行う場合 

3. 居住者が外国で保有が認められた対外支払い手段または外貨債権で他の外国通貨表示対外支払い手段

または外貨債権を買い入れる場合 

4. 居住者が輸出関連外貨債権を非居住者に売却し、同売却資金全額を外国為替銀行を通じて国内に回収す

る場合<財政経済部告示第 2005-13 号、2005.7.1 改定> 

5. 居住者が国内外の不動産、施設物等の利用･使用に係る会員券、非居住者が発行した約束手形及び非居

住者に対する外貨債権等を非居住者に売却し、同売却資金を外国為替銀行を通じて国内に回収する場合<

財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

6. 居住者が非居住者に売却した国内の不動産･施設等の利用･使用に関連した会員券等を非居住者から再

度買い入れる場合 

②第 1 項の規定に該当する場合を除き、居住者が居住者または非居住者と外国の不動産･施設等の利用･使

用またはこれに関する権利の取得に伴う会員券の買入取引をしようとする場合は、外国為替銀行の長に申

告しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

③第 1 項及び第 2 項の規定に該当する場合を除き、居住者が非居住者と対外支払い手段及び債権の売買契

約に伴う債権の発生等に関する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。<

財政経済部告示第 2005-13 号、2005.7.1 改定> 

④外国為替銀行頭取は、第 2項規定による取得金額が 1件当り米貨 10万ドルを超過する場合は国税庁長に、

1 件当り米貨 5 万ドルを超過する場合は金融監督院長に会員権等の売買内容を翌月 10 日までに通知しなけ

ればならない。<財政経済部告示第 2006-26 号、2006.8.3 改定> 

 

第 5 節 証券の発行 

第 1 款 通則 

第 7-22 条(居住者の証券発行) ①居住者が国内で外貨証券を発行または募集(以下この節で「発行」という)

しようとする場合は、許可及び申告を要しない。 

②居住者が外国で外貨証券を発行しようとする場合（居住者が国内で発行した外貨証券を非居住者が資本

市場及び金融投資業に関する法律第 9 条第 8 項で規定する私募で取得する場合を含む）は、指定取引外国
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為替銀行の長等に申告等をしなければならず、第 7-14 条の規定を準用する。<企画財政部告示第 2009-2

号、2009.2.4 改定> 

③居住者(外国為替業務取扱機関を含む。以下この条で同じ）がこの節第 3 款の規定により、外国でウォン

貨証券を発行しようとする場合は、財政経済部長官に申告しなければならない<財政経済部告示第 2005-25

号、2006.1.1 改定> 

④証券を発行した者が納入を完了した場合は、遅滞なく別紙第 7-10 号書式の証券発行報告書を申告機関の

長に提出しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

第7-23条(非居住者の証券発行) ①非居住者が以下の各号の1に該当する証券を発行しようとする場合は、

財政経済部長官に申告しなければならない。但し、証券の発行で調達した資金は、申告の際に明記した用

途で使用しなければならない。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 但書新設> 

1. 非居住者がこの節第 2 款の規定により、国内で外貨証券またはウォン貨連係外貨証券を発行(外国で既に

発行された外貨証券を証券市場に上場する場合を含む)しようとする場合、或いはウォン貨証券を発行しよ

うとする場合<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

2. 非居住者がこの節第 3 款の規定により、外国でウォン貨証券またはウォン貨連係外貨証券を発行しよう

とする場合<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

②<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 削除> 

第 7-23 条の 2（上場証券の取引所間移動） ①第 7-22 条及び第 7-23 条の規定にかかわらず、国内証券市

場と海外証券市場との間で証券の移動が行われる方式で証券を上場しようとする場合は、 初の上場の時

点で 1 回に限り、企画財政部長官に申告しなければならない。 

<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

②第 1 項の申告をした者は、市場間の有価証券の移動、または全体の証券発行数量の変動が発生した場合、

月ごとに翌月末までに企画財政部長官に報告しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17.新設> 

 

第 2 款 非居住者の国内での証券発行手続き 

第 7-24 条(申告及び発行資金の使用) ①証券を発行しようとする非居住者は、別紙第 7-5 号書式の証券発

行申告書に発行資金の用途を記載した発行計画書を添付し、財政経済部長官に提出しなければならない。<

財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

②株式預託証書を発行しようとする者は、この款に定めるところにより発行される株式預託証書の新株引

受権行使による証券納入代金及び配当金支払い等株式預託証書の権利行使及び義務履行に関連する資金の

預置及び処分のために預託決済院に預託決済院名義のウォン貨証券専用外貨勘定(発行者名義も付記する)

を指定取引外国為替銀行に開設するように要請しなければならず、要請を受けた預託決済院は、指定取引

外国為替銀行に預託決済院名義のウォン貨証券専用外貨勘定を開設しなければならない。<企画財政部告示

第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

③非居住者が第 1 項の規定により国内で証券を発行した場合、ウォン貨証券である場合は非居住者自由ウ

ォン勘定を、外貨証券である場合は対外勘定を開設し証券納入代金を預置しなければならない。<企画財政
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部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

第 7-25 条（証券発行専用非居住者ウォン貨勘定） <財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.削除> 

第 7-26 条（証券発行専用対外勘定） <財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.削除> 

第 7-27 条(報告) ①証券発行申告をした者が納入を完了した場合は、直ちに別紙第 7-10 号書式の証券発行

報告書に次の各号の書類を添付し企画財政部長官に提出しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2

号、2009.2.4 改定> 

1. 発行条件及び費用明細書 

2. 引受機関別引受内訳 

②預託決済院は預託決済院名義のウォン貨証券専用外貨勘定の支払い及び受領状況を毎月外貨勘定が開設

された指定取引外国為替銀行の長に通知しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、 

2009.2.4 改定> 

③指定取引外国為替銀行の長は、預託決済院名義のウォン貨証券専用外貨勘定の預置及び処分状況を毎月

韓国銀行総裁に報告しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

④韓国銀行総裁は、第 3 項の預置及び処分状況を総合し、毎月財政経済部長官に報告しなければならない。 

第 7-28 条(海外販売債権の売買等) ①発行債権の一部を海外で販売しようとする者は、海外での海外販売

債権の売買(外貨決済に限る)のために国際的に認められる決済機構または預託機関に海外販売債権を預託

することができる。 

②第 1 項に定めることにより預託しようとする者は、第 7-23 条に定める発行申告の際に財政経済部長官に

申告しなければならない。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

 

第 3 款 外国におけるウォン貨証券の発行手続き 

第 7-29 条(居住者のウォン貨証券発行) ①居住者が外国でウォン貨証券を発行しようとする場合は、別紙

第 7-5 号書式の証券発行申告書に発行資金の用途を記載した発行計画書を添付し、財政経済部に提出しな

ければならない。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

②ウォン貨証券発行を申告した者が納入を完了した場合は、遅滞なく別紙第 7-10 号書式の証券発行報告書

を企画財政部長官に提出しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

第 7-30 条(非居住者のウォン貨証券発行) ①非居住者が外国でウォン貨証券(ウォン貨連係外貨証券を含

む。以下、この条で同じ）を発行しようとする場合は、別紙第 7-5 号の書式の証券発行申告書に発行資金

の用途を記載した発行計画書を添付し財政経済部長官に提出しなければならない。<財政経済部告示第

2005-25 号、2006.1.1 改定> 

②ウォン貨証券発行申告をした者が納入を完了した場合は、遅滞なく別紙第 7-10 号書式の証券発行報告書

を企画財政部長官に提出しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

 

第 6 節 証券の取得 

第 1 款 通則 

第 7-31 条(居住者の証券取得) ①居住者が非居住者から証券を取得しようとする場合で、以下の各号の 1
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に該当する場合は申告を要しない。但し、外国法人の経営に参加するために当該法人の株式または出資持

分を取得しようとする場合は、第 9 章の規定による。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

1. 居住者が第 2 款の規定に定めるところにより外貨証券に投資する場合 

2. 居住者が非居住者から相続･遺贈･贈与により証券を取得する場合 

3. 居住者がこの章第 5 節の規定に定めるところにより、発行した証券の満期前償還及び買入消却等のため

に証券を取得する場合。(財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 但書削除) 

4. 居住者が認められた取引により取得した株式または持分の代わりに合併後存属･新設された法人の株式

または持分を非居住者から取得する場合<企画財政部告示第 2009-18 号、2009.9.30 改定> 

5. 居住者が外国の法令による義務を履行するために非居住者から外貨証券を取得する場合 

6. 居住者が国民である非居住者から国内でウォン貨証券を内国通貨で取得する場合 

7. 居住者が認められた取引に伴う貸付金の代物弁済、担保権の行使に関連し非居住者から外貨証券を取得

する場合 

8. 居住者が第 5 節の規定により、非居住者が国内または国外で発行した満期 1 年以上のウォン貨証券を取

得、或いは非居住者が発行した海外販売債権を資本市場と金融投資業に関する法律及び施行令が定めると

ころにより非居住者に売却する目的で国内引受会社が取得する場合。但し、居住者が原株を取得する場合

は第 2 款の規定を準用する。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

9. 国内企業が事業活動に関連し、外国企業との取引関係の維持または円滑化のために米貨 5 万ドル以下の

当該外国企業の株式または持分を取得する場合 

10. 外国人投資促進法による外国人投資企業（国内子会社を含む）、第 9章第 3節による外国企業国内支社、

外国銀行国内支店または事務所に勤務する者が本社(本社の持株会社や傍系会社を含む)の株式または持分

を取得する場合<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

11. 居住者が国内有価証券市場に上場または登録された外貨証券を非居住者から取得、或いは与えられた

権利の行使により株式または持分を取得する場合 

12. 第 7-32 条第 1 項第 1 号、第 2 号及び第 11 号、第 7-32 条第 2 項及び第 3 項の規定により証券を取得し

た非居住者から同証券を取得する場合<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

②第 1 項の規定に該当する場合を除き、居住者が非居住者から証券を取得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。但し、居住者が保有証券を対価に非居住者から証券を取得しようとする

場合は、交換対象証券の価格の適正性を証明しなければならない。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1

改定> 

③第 2 項により証券を取得した居住者は、証券保有現況を翌年度の 初の月の末日までに韓国銀行総裁に

報告しなければならず、韓国銀行総裁はこれをまとめて年度別の証券取得現況等を翌年度の第 2 月の末日

までに財政経済部長官に報告しなければならない。<財政経済部告示第 2005-25 号、2006.1.1 改定> 

第 7-32 条(非居住者の証券取得) ①非居住者が居住者から証券を取得しようとする場合で、次の各号の 1

に該当する場合は申告を要しない。 

1. 第 3 款の規定によりウォン貨証券を取得する場合、但し、認められた証券貸借取引のために外国金融機

関に開設した口座に外貨担保を預置及び処分する場合は、第 3 款により取引とみなす。<財政経済部告示第

115 
 



2007-62 号、2007.12.17 但書新設> 

2. 外国人投資促進法の規定により認められた外国人投資のために非居住者が居住者から証券を取得する

場合 

3. 非居住者が居住者から相続･遺贈により証券を取得する場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17

改定> 

4. 非居住者が国内法令に定める義務の履行のために国公債を買い入れる場合 

5. 第 7-31 条第 1 項第 10 号の規定により居住者が取得した本社の株式(持分を含む)を非居住者が当該居住

者から買い入れる場合 

6. 非居住者が第 2-5 条、第 2-10 条及び第 7-22 条の規定により居住者が外国で発行した外貨証券を取得、

或いは与えられた権利行使による株式または持分を取得する場合 

7. 国民である非居住者が居住者から国内でウォン貨証券を取得する場合 

8. この章第 5 節第 2 款の規定に定めるところにより、国内でウォン貨証券及びウォン貨連係外貨証券を発

行した非居住者が当初許可を受け、或いは申告されたところにより満期前償還等のために証券を取得する

場合、非居住者がこの章第 5 節第 2 款の規定に定めるところにより非居住者が発行した株式預託証書を資

本市場と金融投資業に関する法律及び施行令が定めるところにより居住者から取得、或いは非居住者が株

式預託証書の原株を居住者から取得する場合、またはこの章第 5 節第 2 款の規定に定めるところにより発

行される海外販売債権を資本市場と金融投資業に関する法律及び施行令が定めるところにより引き受けた

国内引受会社から取得する場合。但し、非居住者がこの章第 5 節第 2 款の規定に定めるところにより非居

住者が発行した株式預託証書を居住者から取得する場合は、第 7-37 条の規定を準用する。また、この章第

5 節第 2 款の規定に定めるところにより、株式預託証書を発行した非居住者が当該株式預託証書を取得す

る場合は、第 7-24 条の規定を準用する。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

9. 非居住者が認められた取引に伴う貸付金の代物弁済、担保権の行使に関連し、居住者から証券を取得す

る場合 

10. 非居住者が国内有価証券市場に上場または登録された外貨証券を取得する場合。但し、手続き等は第 3

款の規定を準用する。 

11. 第 7-31 条第 1 項第 1 号及び第 12 号、第 7-31 条第 2 項の規定により証券を取得した居住者から同証券

を取得する場合<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2 改定> 

②第 1 項第 1 号に該当する場合を除き、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

または持分を外国人投資促進法に定めた出資目的物により取得する場合で、外国人投資促進法に定めた外

国人投資に該当しない場合は、外国為替銀行の長に申告しなければならない。<財政経済部告示第 2002-12

号、2002.7.2 新設> 

③第1項及び第2項の規定に該当する場合を除き、非居住者が居住者から証券を取得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。<財政経済部告示第 2002-12 号、2002.7.2 改定> 

 

第 2 款 居住者の外貨証券投資手続き 

第 7-33 条(投資対象等) ①居住者が本款の規定により投資することができる外貨証券は制限を置かない。
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<財政経済部告示第 2006-26 号、2006.8.3 改定> 

②機関投資者が外貨証券を売買しようとする場合は申告を要しない。但し、第 7-35 条による報告義務を遵

守しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

③第 2 項本文の規定にかかわらず、機関投資家が信用派生結合証券を売買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。但し、外国為替業務取扱機関が外国為替業務として行う取引は第 2 章に

定めた手続きによる。<企画財政部告示第 2009-18 号、2009.9.30 新設> 

④機関投資家以外の一般投資家が外貨証券を売買しようとする場合は、投資仲介業者を通じて外貨証券の

売買を委託しなければならない。但し、資本市場と金融投資業に関する法律が定めるところにより外国集

合投資証券を売買しようとする場合は。投資売買業者または投資仲介業者を相手にして外国集合投資証券

を売買することができる。<企画財政部告示第 2009-18 号、2009.9.30 改定> 

第 7-34 条(外貨証券投資専用外貨勘定) 一般投資家から外貨証券の売買を委託された投資仲介業者は、外

国為替銀行に開設された一般投資家名義(投資仲介業者の名義を付記する)または投資仲介業者名義の外貨

証券投資専用外貨勘定を通じて投資関連資金を送金または回収しなければならない。<企画財政部告示第

2009-2 号、2009.2.4 改定> 

第 7-35 条(報告等) ①機関投資家は外貨証券投資資金の源泉により区分し、四半期ごとに外貨証券の引受、

売買、保有、貸付及び外貨預金の保有、運営実績と投資資金の対外支払い及び国内回収実績(国民年金法第

83 条第 5 項により国民年金基金の管理・運用に関する業務を委託された法人の場合は、6 ヶ月前の取引実

績に限る)を翌四半期の 初の月の 10 日までに韓国銀行総裁に報告しなければならない。<財政経済部告示

第 2007-13 号、2007.2.26 改定> 

②投資仲介業者及び外国集合投資証券を売買する投資売買業者は、第 7-33 条による一般投資家の四半期別

外貨証券の投資現況、売買実績等(以下「外貨証券投資現況」という)を翌四半期の 初の月の 10 日までに

韓国銀行総裁及び金融監督院長に報告しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、 

2009.2.4 改定> 

③韓国銀行総裁は第 1 項の規定により報告を受けた外貨証券投資の現況を総合し、財政経済部長官に通知

しなければならない。 

 

第 3 款 外国人投資家の国内ウォン貨証券投資手続き 

第 7-36 条(適用範囲) ①非居住者(国民である場合は海外永住権を持つ者に限る)または証券投資資金の対

外送金の保証を受けようとする外国人居住者(以下「外国人投資家」という)が次の各号の国内ウォン貨証券

を取得、或いはその取得証券を国内で売却または第 7-45 条第 16 号及び第 7-48 条第 1 項第 6 号の証券貸借

取引(以下この款で「認められた証券貸借取引」という)をすることについては、この款に定めるところによ

る。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

1. 証券<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

2. 企業手形 

3. 商業手形 

4. 貿易手形 
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5. 譲渡性預金証書 

6. 表示手形 

7. 総合金融会社発行手形 

②外国人投資家が第 1 項の規定により取得した証券に付与された権利行使及び相続･遺贈に伴う承継取得

により国内ウォン貨証券を取得、或いはその取得証券を国内で売却する場合も同じである。 

第 7-37 条(投資専用勘定等) ①外国人投資家は国内ウォン貨証券を投資(証券売却代金の外国への送金を

含む)、或いは認められた証券貸借取引に関連した資金の支払い等のために外国為替銀行に本人名義の投資

専用対外勘定及び投資専用非居住者ウォン貨勘定(以下、「投資専用勘定」という)を通じて関連資金を預置・

処分することができる。但し、国際預託決済機構が外国人投資家から委託されて国債または韓国銀行法第

69 条による通貨安定債を売買するための場合は、当該国際預託決済機構名義の投資専用勘定を開設し、関

連資金を預置及び処分することができる。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定、但書新設> 

②外国人投資家が第 1 項の投資専用対外勘定に預けて置ける外貨資金は、次の各号の 1 に限る。<財政経済

部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

1. 外国人投資家が外国から送金または携帯搬入した外貨資金 

2. 本人名義の他の対外勘定、非居住者外貨信託勘定、投資仲介業者・投資売買業者(以下、「投資仲介業者

等」という)の投資専用外貨勘定、韓国取引所・証券金融会社の投資専用外貨勘定から振り込まれた外貨資

金<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

3. 第 7-36 条の規定により取得した証券の売却代金･配当金及び認められた証券貸借取引に関連した資金等

の資金を対価に買い入れた外貨資金。但し、第 2-3 条の規定にもかかわらず、外国為替銀行は外貨を売却

した日から 3 営業日以内に関連の取引内訳を確認することができる。<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17 但書新設> 

4. 本人名義の投資専用非居住者ウォン貨勘定･非居住者自由ウォン貨勘定･非居住者ウォン貨信託勘定に

預置資金を対価に買い入れた外貨資金<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

③外国人投資家が第 1 項の投資専用対外勘定を処分できる場合は次の各号の 1 に限る。<財政経済部告示第

2007-62 号、2007.12.17 改定> 

1. 外国為替銀行に対する内国支払い手段を対価にした売却。但し、第 1 項のウォン貨勘定に預置する場合

を除き、証券取得または証券貸借取引のために当該外国為替銀行に支払うか、或いは投資仲介業者等・預

託決済院･証券金融会社･総合金融会社･相互貯蓄銀行または逓信官署のウォン貨勘定に振り込む場合に限

る。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

2. 外国への送金 

3. 本人名義の対外勘定、非居住者外貨信託勘定、投資仲介業者等の投資専用外貨勘定、韓国取引所・証券

金融会社の投資専用外貨勘定への振込<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

4. 対外支払い手段への引出または他の対外支払い手段の買入 

④外国人投資家が投資専用非居住者ウォン貨勘定に預けて置ける資金は次の各号の 1 に限る。<財政経済部

告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

1. 第 7-36 条の規定による証券の売却代金･配当金･認められた証券貸借取引に関する資金等。但し、外国
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為替銀行を除き、第 7-36 条第 1 項第 1 号ないし第 7 号に該当する証券または買戻条件付債券の売却代金は

投資仲介業者等・預託決済院･証券金融会社･総合金融会社･相互貯蓄銀行または逓信官署のウォン貨勘定か

ら振り込む方法による。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

2. 本人名義の他の投資専用非居住者ウォン貨勘定･非居住者自由ウォン貨勘定･非居住者ウォン貨信託勘

定から振り込まれてきた資金<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

3. 証券売買に関した委託証拠金 

4. 本人名義の投資専用対外勘定に預けられた外貨資金を国内支払い手段を対価に売却した資金<財政経済

部告示第 2007-62 号、2007.12.17 新設> 

5. 第 1 項の但書に定めるところにより、外国人投資家が国債または韓国銀行法第 69 条による通貨安定債

の売買を国際預託決済機構に委託して投資する場合で、国際預託決済機構名義の投資専用非居住者ウォン

貨勘定から振り替えられてきた資金。但し、国際預託決済機構名義の投資専用非居住者ウォン貨勘定内の

本人名義の顧客口座に預置された資金に限る。<企画財政部告示第 2010-10 号、2010.5.19 新設> 

⑤投資専用非居住者ウォン貨勘定を処分できる場合は次の各号の 1 に限る。<財政経済部告示第 2007-62

号、2007.12.17.改定> 

1. 第 2 項の本人名義の投資専用対外勘定に振込<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

2. 第 7-36 条の規定による証券取得関連資金または認められた証券貸借取引に関連した資金の支払いのた

めの投資仲介業者等、預託決済院･証券金融会社･総合金融会社･相互貯蓄銀行または逓信官署のウォン貨勘

定への振込<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

3. 本人名義の他の投資専用非居住者ウォン貨勘定･非居住者自由ウォン貨勘定･非居住者ウォン貨信託勘

定への振込<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

4. 外国人投資家の国内での滞在に伴う生活費、日常品または用役の購入等のための内国支払い手段として

の引出 

5. 外国為替銀行からの第 7-36 条第 1 項第 3 号から第 6 号に該当する証券または買戻条件付債券の買入<

企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

6. 第 1 項の但書に定めるところにより、外国人投資家が国債または韓国銀行法第 69 条による通貨安定債

の売買を国際預託決済機構に委託しようとする場合、国際預託決済機構名義の投資専用非居住者ウォン貨

勘定内の本人名義の顧客口座への振替<企画財政部告示第 2010-10 号、2010.5.19 新設> 

⑥第 5 項第 4 号の内国支払い手段として引き出す場合で、同一者、同一人基準で米貨 1 万ドル相当額を超

過する内国支給手段を引出す場合は、金融監督院長に通知しなければならない。<財政経済部告示第

2006-26 号、2006.8.3 改定> 

⑦外国保管機関は、配当金受領等保管証券の権利行使(売買取引を除く)のために、外国為替銀行に保管機関

名義の対外勘定及び非居住者ウォン貨勘定を開設することができる。但し、外国保管機関の対外勘定及び

ウォン貨勘定の預置及び処分は、外国人投資家の投資専用対外勘定及び投資専用非居住者ウォン貨勘定の

間で相互振り込む方法によるか、或いは外国預託機関が外国人投資家に権利を配分するために外国に開設

した外国預託機関の口座に振り込む方法による。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

第 7-38 条(証券会社等投資専用外貨勘定) ①第 7-37 条の規定にかかわらず、投資仲介業者等は、第 7-36
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条の規定による外国人投資家の国内ウォン貨証券の取得及び売却または認められた証券貸借取引のために

外国為替銀行に投資仲介業者等の名義で投資専用外貨勘定を開設することができる。<企画財政部告示第

2009-2 号、2009.2.4 改定> 

②第 1 項の規定による投資専用外貨勘定の預置及び処分は、第 7-37 条第 2 項及び第 3 項を各々準用する。

<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

第 7-39 条(報告等) ①外国為替銀行の長は、第 7-37 条の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ければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

②投資売買業者・投資仲介業者は、証券投資現況(第 7-38 条の投資専用勘定を含む)、売買実績等を翌月 15

日までに韓国銀行総裁に提出しなければならず、韓国銀行総裁は提出された資料のうち、統計型資料を翌

四半期の 初の月の 10 日までに金融監督院長に通知しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、

2009.2.4 改定> 

③韓国銀行総裁は、第 2 項の規定により報告を受けた証券種類別売買現況を総合し、財政経済部長官に報

告しなければならない。 

④第 7-37 条第 1 項の但書規定により投資専用勘定を開設した国際預託決済機構は、月ごとに投資を委託し

た外国人投資家別取引及び保有内訳を翌月 10 日までに韓国銀行総裁に報告しなければならない。<財政経

済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

 

第 7 節 デリバティブ取引 

第 7-40 条(取引手続き) ①居住者間または居住者と非居住者との間のデリバティブ取引で、第 2 章に定め

る規定により外国為替業務取扱機関が外国為替業務として行う取引は申告を要しない。<企画財政部告示第

2009-2 号、2009.2.4 改定> 

②居住者間または居住者と非居住者との間のデリバティブ取引として、第 1 項に該当しない取引または第

1 項に該当する取引のうち、以下の各号の 1 に該当する場合は、韓国銀行総裁に申告しなければならない。

但し、以下の各号の 1 に該当する取引をしようとする場合は、韓国銀行総裁が認める取引妥当性立証書類

を提出しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

1. 額面金額の 100 分の 20 以上をオプションプレミアム等前払手数料として支払う取引をする場合 

2. 既に締結されたデリバティブ取引を変更・取消及び終了する場合に、既に締結されたデリバティブ取引

から発生した損失を新たなデリバティブ取引の価格に反映する取引をしようとする場合<企画財政部告示

第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

3. デリバティブ取引を資金流出入・居住者の非居住者に対するウォン貨貸付・居住者の非居住者からの資

金調達等の取引において、この法・令及び規定に定めた申告等の手続を回避するために行う場合<企画財政

部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

第 7-41 条(決済手続き等) 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

らず、韓国銀行総裁はデリバティブ取引の申告及び報告内訳を総合し財政経済部長官に報告しなければな

らない。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

第 7-42 条(投資専用外貨勘定等) ①非居住者または投資資金の対外送金の保証を受けようとする外国人投
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資家が場内デリバティブに投資しようとする場合は、外国為替銀行に投資家名義の第 7-37 条第 1 項の投資

専用対外勘定と投資専用非居住者ウォン貨勘定を開設し、投資関連資金を送金または回収しなければなら

ない。この場合、勘定の預置・処分は第 7-37 条を準用する。<企画財政部告示第 2009-2 号、 

2009.2.4 改定> 

②投資仲介業者または韓国取引所・証券金融会社は、非居住者または投資資金の対外送金の保証を受けよ

うとする外国人居住者の第 1 項による場内デリバティブ投資のために、投資仲介業者名義の投資専用外貨

勘定または韓国取引所・証券金融会社名義の投資専用外貨勘定を開設することができる。この場合、投資

専用外貨勘定の預置・処分は第 7-38 条を準用する。<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

③投資仲介業者は、非居住者の場内デリバティブ投資のための勘定を管理するに当り、投資家の決済資金

がこの規定により認められた取引によるものか確認しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号、

2009.2.4 改定> 

④第 2 項に関連する投資仲介業者・韓国取引所・証券金融会社名義の投資専用外貨勘定の現況、場内デリ

バティブ投資現況及び売買実績等の報告等は第7-39条を準用する。<企画財政部告示第2009-2号、2009.2.4

改定> 

 

第 8 節 その他資本取引 

<財政経済部告示 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

第 1 款 居住者と他の居住者との間の外国通貨表示その他資本取引 

第 7-43 条（適用範囲） ①居住者が他の居住者と次の各号の 1 に該当する取引または行為をする場合は、

この款に定めるところによる。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

1. 法第 3 条第 1 項第 19 号アに該当する場合を除き、居住者が他の居住者と行う、外国通貨で表示、或い

は支払いを受けることができる賃貸借契約・担保・保証・保険（保険業法による保険事業者の保険取引は

除く）・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<企画

財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

2. 居住者間の相続・遺贈・贈与に伴う、外国通貨で支払いを受けることができる債権の発生等に関する

取引 

3. 居住者の他の居住者からの外貨証券またはこれに関する権利の取得。但し、当該外貨証券の取得によ

り、海外直接投資の要件を満たすようになった場合は第 9 章の規定による。<財政経済部告示第 2007-62

号、2007.12.17.但書新設 

②居住者が他の居住者と第 1 項の規定に該当する取引または行為をしようとする場合は申告を要しない。

但し、第 1 項第 1 号の取引のうち担保・保証契約に伴う債権の発生等に関する取引については、この章第

3 節制 2 款の債務の保証契約に関する規定を準用する。 

③<財政経済部告示第 2006-26 号、2006.8.3 削除> 

第 2 款 居住者と非居住者との間のその他資本取引 

第 7-44 条（適用範囲） ①居住者と非居住者との間の次の各号の 1 に該当する取引または行為を行うに当

っては、この款に定めるところによる。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 
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1. 法第 3 条第 1 項第 19 号アに該当する場合を除き、居住者と非居住者との間の賃貸借契約（非居住者の

国内不動産の賃借を除く）・担保・保証・保険（保険業法による保険事業者の保険取引を除く）・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<企画財政部告示第

2009-2 号 2009.2 4 改定> 

2. 居住者と非居住者との間の相続・遺贈・贈与に伴う債権の発生等に関する取引 

3. 居住者が海外で行う学校または病院の設立・運営等に関連した行為及びそれに伴う資金の授受 

4. 居住者の資金統合管理及びそれに関連した行為<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

②第 1 項第 1 号の取引のうち、担保及び保証契約に伴う債権の発生等に関する取引については、この章第

3 節第 2 款の債務の保証契約に関する規定を準用する。但し、非居住者が不動産担保を取得する場合は、

この項本文の規定及び第 9 章第 5 節の規定を準用しなければならない。<企画財政部告示第 2009-18 号

2009.9.30 改定> 

③第 1 項第 1 号の取引のうち、組合その他これに類した契約に伴う債権の発生等に関する取引で、海外直

接投資に該当する場合は、第 9 章の規定に定めるところによる。 

第 7-45 条（申告の例外取引） ①居住者と非居住者との間の次の各号の 1 に該当する取引または行為をし

ようとする者は、許可及び申告を要しない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

1. 韓国銀行、外国為替業務取扱機関が外国為替業務を営むに当り、非居住者に担保を提供する場合 

2. クレジットカードによるキャッシングサービス取引 

3. 居住者が物品の輸出に関連し、外国にある金融機関が発行した信用状をその信用状の条件により非居

住者に譲渡する場合 

4. 所有権移転の場合を除き、国内の外航運送業者と非居住者との間で、船舶や航空機（航空機のエンジ

ン及び外国為替取引業務取扱指針に定める関連主要部品を含む、以下この款で同じ）について、賃貸借期

間 1 年未満の条件で外貨表示賃貸借契約を締結する場合<財政経済部告示第 2005-13 号、2005.7.1 改定> 

5. 居住者が第 9 章第 4 節の規定により申告受理を受けて取得した外国にある不動産を、非居住者に対し、

取得申告受理の際に認められた範囲内で外国通貨表示賃貸をする場合<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17.改定> 

6. 居住者が非居住者から不動産以外の物品を無償で賃借する場合 

7. 非居住者がこの規定により外国への元利金送金が認められる預金・信託・証券等を金融機関の自己与

信に関連した担保として提供、或いは第三者のために担保として提供する場合 

8. 非居住者が国内での法的手続きのために必要な預置金を納入するか、或いは預置金に代えて内国法人

が発行した外貨証券を提供する場合 

9. 保険に関する法令の規定により認められたところにより、国内の居住者が非居住者と外国通貨表示保

険契約を締結、或いは外国にある保険事業者と再保険契約を締結する場合 

10. 海外建設及び用役事業者が海外建設及び用役事業に関連し、現地で非居住者から装備を賃借する契約

を締結する場合 

11. 居住者と国民である非居住者との間で、国内で内国通貨で表示され支払われる第 7-44 条第 1 項第 1

号及び第 2 号の取引または行為をする場合<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 
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12. 居住者が非居住者からの相続・遺贈・贈与に伴う債権の発生等の当事者になる場合 

13. 国際有価証券決済機構に加入した居住者が第 7-13 条第 6 号の日中貸付（intra-day credit）に関連し、

担保を提供する場合 

14. 機関投資家が認められた取引により保有した外貨証券を外国証券貸借機関（Securities Lending 

Agent）を通じて貸し出す場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

15. 第 7-46 条第 1 項第 1 号の規定に該当する場合で、賃借契約満了前に輸出自由地域内で当該輸出自由

地域管理所長の許可を得て廃棄処分する場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

16. 居住者と非居住者が預託決済院、証券金融会社または証券貸借取引の仲介業務を営む投資売買業者ま

たは投資仲介業者を通じてウォン貨証券及びウォン貨連係外貨証券の借入・貸付を行う場合、或いはこれ

に関連し、ウォン貨証券、外貨証券または現金（外国通貨を含む）を担保として提供する場合。但し、居

住者が貸し付ける場合は、非居住者同一人当たり 500 億ウォン以下の場合に限る。<企画財政部告示第

2009-2 号 2009.2.4 改定> 

17. 居住者の現地法人が居住者の保証・担保提供の伴う現地金融を償還するため、第 5 節の規定に定める

ところにより国内でウォン貨証券を発行する場合で、現地法人のために当該居住者（系列会社を含む）が

保証及び担保を提供する場合 

18. 居住者が非居住者から国内不動産を賃借する場合。但し、賃借保証金を支払う場合は内国通貨に限る。 

19. 外国為替同時決済システムを通じた決済に関連し、居住者の会員銀行が CLS 銀行と決済関連約定（損

失負担約定を含む）を締結し、同約定により資金の支払いまたは受領をする場合<企画財政部告示第 2009-2

号 2009.2.4 改定> 

20. 外国為替同時決済システムを通じた決済に関連し、外国為替銀行が非居住者と決済関連約定（損失負

担に関する合意を含む）を締結し、同約定により資金の支払いまたは受領をする場合<企画財政部告示第

2009-2 号 2009.2.4 改定> 

21. 宗教団体が海外に宣教資金を支払う場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.新設> 

22. 非営利法人が海外での救護活動に必要な資金を支払う場合。但し、当該法人の設立趣旨に符合しなけ

ればならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.新設> 

23. 非居住者が居住者から相続・遺贈を受ける場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.新設> 

24. 居住者が国際機関、国際団体または外国政府に対し、義援金、寄付金を支払う場合<企画財政部告示

第 2008-6 号、2008.6.2.新設> 

②第 1 項第 16 号の但書条項にかかわらず、非居住者の借入残高が 300 億ウォンを超過した場合、1 回に限

り 初に超過した日から 3 営業日以内に非居住者が韓国銀行総裁に報告しなければならず、借入残高 300

億ウォン超過 500 億ウォン以下の場合の借入変動内訳は、月ごとに翌月 10 日までに韓国銀行総裁に報告

しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.新設> 

第 7-46 条（申告等） ①居住者と非居住者との間の次の各号の 1 に該当する取引または行為をしようとす

る者は、外国為替銀行の長に申告しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

1. 居住者と非居住者との間で、契約１件当たり米貨 3 千万ドル以下の場合で、不動産以外の物品賃貸借

契約を（所有権を移転する場合を含む）締結する場合 
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2. 所有権移転の場合を除き、国内の外航運送業者と非居住者との間で船舶または航空機をについて、賃

貸借期間 1 年以上の条件で外国通貨表示賃貸借契約を締結する場合 

②居住者と非居住者との間で、第 1 項及び第 7-45 条の規定に該当する場合を除き、第 7-44 条に該当する

取引または行為を行う場合は、韓国銀行総裁に申告しなければならない。但し、居住者（外国為替業務取

扱機関を含む）がウォン貨証券及びウォン貨連係外貨証券を非居住者に同一人当たり 500 億ウォンを超過

して貸し付ける場合は、借り入れようとする非居住者が申告しなければならず、居住者が第 7-44 条第 1 項

第 4 号に該当する取引をしようとする場合は、資金統合管理開始前に申告しなければならない。<企画財政

部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

③第 2 項但書条項により証券を借り入れようとする非居住者は、借入目的、借入限度金額及び数量、借入

期間等を明記して申告しなければならず、資金統合管理をしようとする者は、資金統合管理参加法人及び

貸付・借入限度等を資金統合管理開始前に指定取引外国為替銀行を経由して韓国銀行総裁に申告しなけれ

ばならない。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

④第 2 項の規定により海外で学校または病院の設立・運営等に関連した行為及びそれに伴う資金の授受の

ために韓国銀行総裁に申告した居住者は、学校または病院の設立・運営等に関連した資金運営現況等を次

の年度の 初の月の 20 日までに韓国銀行総裁に報告しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号

2009.2.4 改定> 

⑤第 2 項の規定により資金統合管理申告をした者は、その運営現況を四半期ごとに翌月 20 日までに韓国銀

行総裁に報告しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

 

第 9 章 直接投資及び不動産の取得 

第 9-1 条（申告等） ①居住者または非居住者が直接投資、支社設置、不動産の取得（以下、この条で「直

接投資等」という）をしようとする場合は、この章に定めるところにより申告等をしなければならない。

但し、非居住者が外国人投資促進法の規定により国内に直接投資をしようとする場合は、第 7 章に定める

ところによる。 

② 第 1 項の本文にかかわらず、居住者が海外に直接投資等をしようとする場合には、この章の各節に定め

る申告等の手続きを履行する前に米貨 1 万ドルの範囲内で支払うことができる。この場合、当該取引の契

約が成立した日から 1 年以内にこの章による申告等の手続きを履行しなければならない。 

③この章により直接投資等の申告をした者または申告の受理を受けた者が申告内容を変更しようとする場

合は、変更事項及び変更事由を添付して当該申告（受理）機関に提出しなければならない。<財政経済部告

示第 2007-62 号、2007.12.17 新設> 

④金融機関のこの章第 1 節の海外直接投資及び第 2 節の海外支社設置に関連した事項は、金融委員会が決

める。<企画財政部告示 2008-11 号、2008. 7. 25 新設> 

⑤第 4 項の規定により申告を受けた金融委員会は、同申告内容を四半期毎に企画財政部長官に提出しなけ

ればならない。<企画財政部告示 2008-11 号、2008. 7. 25 新設> 

 

第 1 節 海外直接投資 
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第 1 款 通則 

第 9-1 条の 2（海外直接投資の手段） 海外直接投資の手段は、次の各号の 1 に該当するものとする。<企

画財政部告示第 2008-6 号、2008. 6. 2 改定> 

1. 支払い手段 

2. 現地法人の利益留保金及び資本余剰金<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

3. 資本財（外国人投資促進法第 2 条第 1 項第 8 号の資本財） 

4. 産業財産権その他これに準ずる技術とその使用に関する権利 

5. 海外法人または海外支店、事務所を清算した場合のその残余財産 

6. 令第 12 条第 3 項の規定により債権回収対象から除外された対外債権<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17 改定> 

7. 株式 <財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

8. その他その価値と金額の適正性を立証できる資産<企画財政部告示第 2008-6 号、2008. 6. 2 新設> 

 

第 9-2 条（投資事業の審査等） <企画財政部告示 2008-11 号、2008. 7. 25 削除> 

第 9-2 条の 2（韓国輸出入銀行頭取の報告書提出義務） 韓国輸出入銀行頭取は、海外直接投資家または申

告機関から提出された各種の統計、報告書等を総合的に管理し、次の各号の 1 の報告書を作成し、次の各

号の 1 に定める期日内に企画財政部長官に提出しなければならない。 

1. 海外直接投資申告及び投資実績（月報）: 毎翌月末日以内<企画財政部告示第 2009-2 号、 

2009.2.4 改定> 

2. 海外直接投資動向分析（四半期報及び年報）: 毎四半期翌々月 10 日以内及び毎翌年度 3 月以内<企画

財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

3. 海外直接投資経営分析報告書: 毎翌年度 10 月以内<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

<財政経済部告示第 2007-13 号、2007.2.26 新設> 

第 9-3 条（海外直接投資の支援等） 企画財政部長官は、海外直接投資が国内産業、国際収支、対外関係

等に与える影響を考慮し、投資類型、業種または地域等により、投資及びこれに対する各種支援を制限ま

たは優遇させることができる。 

第 9-4 条（投資金の回収） ①海外直接投資家は、当該申告の内容により、投資元金と果実を国内に回収

しなければならない。<企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.改定> 

②第 1 項の規定にかかわらず、海外でこの規定により認められた資本取引をしようとする場合はこの限り

ではない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

第 2 款 金融機関を除く居住者の海外直接投資 

<企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.改定> 

第 9-5 条（海外直接投資の申告等） ①居住者（海外移住手続中、或いは永住権等を取得する目的で支払

おうとする個人または個人事業者を除く）が海外直接投資（増額投資を含む）をしようとする場合は、次

の各号の 1 に定める外国為替銀行の長に申告しなければならない。但し、すでに投資した外国法人が自ら

の利益留保金または資本余剰金で増額投資する場合で、居住者が 大株主ではない場合は、事後に報告す
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ることができる。<企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.改定> 

1. 主債務系列所属の企業体の場合は、当該企業の主債権銀行 

2. 居住者が主債務系列所属の企業体でない場合は、与信 多銀行 

3. 第 1 号ないし第 2 号に該当しない居住者の場合、居住者が指定する銀行 

②居住者が第 1 項の規定により申告した内容を変更しようとする場合（現地法人の令第 8 条第 1 項の要件

に該当する子会社及び孫会社の設立を含む）、当該申告機関の長に変更申告をしなければならない。但し、

次の各号の場合は、変更理由が発生してから 3 カ月以内に事後報告することができる。<企画財政部告示第

2009-2 号 2009.2.4 改定> 

1. 投資家の商号・代表者・所在地、現地法人名、現地法人の所在地を変更した場合<企画財政部告示第

2009-2 号 2009.2.4 改定> 

2. 現地の予期せぬ事情や経営上の緊急な事情等で事前に提出した事業計画を事前申告後変更するのが適

切ではない場合で、追加投資金額を必要としない場合<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

③海外直接投資をしようとする者は、別紙第9-1号書式の海外直接投資申告書に次の各号の書類を添付し、

当該申告機関に提出しなければならない。<企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.改定> 

1. 事業計画書（資金調達及び運用計画を含む）<財政経済部告示第 2007-13 号、2007.2.26 但書削除> 

2. <削除> 

3. 株式による海外直接投資の場合は、公認会計士法による会計法人の株式評価に関する意見書 

4. 海外直接投資をしようとする者が信用情報の利用及び保護に関する法律による金融取引等、商取引に

おいて約定した期日内に債務を返済しない者として、総合信用情報集中機関に登録されていないことを立

証する書類。但し、会社整理法または和議法により、整理手続きが行われている企業体が、既存の遊休設

備や保有技術を投資する場合、或いは関連法令が定めた裁判所または債権管理団の決定による場合はこの

限りではない。<企画財政部告示第 2009-18 号 2009.9.30 改定> 

5. 租税滞納がないことを立証する書類<企画財政部告示第 2009-18 号 2009.9.30 新設> 

6. その他申告機関の長が必要と認める書類<企画財政部告示第 2009-18 号 2009.9.30 改定> 

④居住者が申告をしなかった場合、或いは申告された内容と違う内容で海外直接投資をし、関連機関から

これに対する制裁を受けた場合は、当該投資に関し、申告機関の長に事後申告をすることができる。<企画

財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.改定> 

⑤個人投資家が永住権または市民権を取得した場合は、第 9-4 条及び第 9-6 条ないし第 9-9 条の規定は適

用しない。<企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.改定> 

第 9-6 条（海外直接投資事業の清算） ①海外直接投資家が投資事業を清算する時には、分配残余財産を

第 9-4 条の規定により直ちに国内に回収し、清算関連書類を申告機関に報告しなければならない。 

②第 1 項の規定にかかわらず、清算報告後、海外でこの規定により認められた資本取引をしようとする場

合は、清算資金を国内に回収しないことができる。 

第 9-7 条（申告機関の事後管理） 申告機関の長は、この節の規定により申告を受けた海外直接投資事業

に対し、次の各号の 1 の方法で事後管理を行わなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17.改定> 
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1. 海外直接投資管理台帳の作成 

2. 申告内容を履行したかどうかの確認<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

第 9-8 条（現地公館長の監督等） ①現地公館の長は、海外直接投資に関連し、次の各号の 1 の事項を監

督し、該当事項があるときはその確認結果を企画財政部長官に報告しなければならない。 

1. 居住者が管轄地域内で申告の受理を受けずに海外直接投資事業を営んでいないか 

2. 海外直接投資企業が労働関係法令等現地国の法規に違反、或いは不当な行為をすることにより、我が

国の対外関係に悪影響を与えていないか 

3. 海外直接投資企業が解散、または投資事業が清算された場合、残余財産等を適法に処理しているか。

この場合、必要に応じて外国為替銀行国外店舗と合同検査を行うことができる。 

②現地公館の長は、管轄地域内の投資事業が適正かつ効率的に営まれるようにするため、海外直接投資企

業で構成された進出企業協議会を設置・運営するよう指導しなければならない。 

③企画財政部長官は、現地公館の長に投資環境の調査を依頼することができ、現地公館の長は、現地国政

府の外国人投資関連措置及び投資環境の変化の内容を随時企画財政部長官に報告しなければならない。 

第 9-9 条（報告書等の提出） ①海外直接投資家は、次の各号の 1 の報告書または書類を、次の各号の 1

に定めた期日内に当該申告機関の長に提出しなければならない。但し、海外直接投資家または投資した現

地法人が休・廃業、所在不明等により報告書等を提出することが不可能と申告機関の長が認める場合は、

当該休・廃業または所在不明等の期間に、次の各号の 1 の報告書または書類を提出しないことができる。<

財政経済部告示第 2005-13 号、2005.7.1 但書新設> 

1. 外貨証券（債権）取得報告書（法人及び個人企業設立報告書を含む）: 投資金額の納入または貸付資

金の提供から 6 月以内。但し、令第 8 条第 2 項第 3 号の規定による海外資源開発事業及び社会間接資本開

発事業で、法人の形態ではない投資の場合は、外貨証券（債権）取得報告書の提出を免除する。<企画財政

部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

2. <財政経済部告示第 2007-13 号、2007.2.26 削除> 

3. <財政経済部告示第 2007-13 号、2007.2.26 削除> 

4. 送金（投資）報告書: 送金または投資の後すぐ（投資金額を現地金融で現地で調達する場合、投資時

点） 

5. 年間事業実績報告書（海外資源開発事業及び社会間接資本開発事業で、法人の形態ではない投資の場

合は除く）: 会計期間終了後 5 月以内。申告機関の長は、不動産関連業以外の投資事業で、投資金額の合

計が米貨 50 万ドル以下の場合は、年間事業実績報告書の提出を免除することができ、米貨 100 万ドル以

下の場合は、現地法人投資現況表をもってこれに代えることができる。<財政経済部告示第 2007-62 号、

2007.12.17.改定> 

6. 清算報告書（金銭貸付の場合、元利金回収内容を含む）: 清算資金の受領または元利金回収後すぐ<

企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

7. <財政経済部告示第 2007-13 号、2007.2.26 削除> 

8. その他申告機関の長が海外直接投資の事後管理に必要と認め、要求する書類<財政経済部告示第

2007-13 号、2007.2.26 改定> 
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②申告機関の長は、次の各号の報告書または書類を作成し、次の各号の 1 に定めた期日内に韓国輸出入銀

行頭取に提出しなければならない。但し、海外直接投資家及び投資した現地法人が休・廃業または所在不

明等の状態にあり、申告機関の長が海外直接投資家及び投資した現地法人から関連報告書や書類の提出を

受けることが不可能と認める場合はこの限りではなく、この場合、申告機関の長は、休・廃業または所在

不明等の事実を韓国輸出入銀行頭取に報告しなければならない。<財政経済部告示第 2005-13 号、2005.7.1

但書新設> 

1. 海外直接投資申告書の写し（内容変更申告書を含む）、海外直接投資の申告及び投資実績（月報）： 毎

翌月 15 日以内<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

2. 年間事業実績報告書（現地法人投資現況表）: 海外直接投資家から提出を受けてからすぐ<財政経済部

告示第 2007-13 号、2007.2.26 改定> 

3. 事後管理総合内訳等その他統計または事後管理に必要な書類<財政経済部告示第 2007-13 号、

2007.2.26 改定> 

③申告機関の長が申告、送金、事後管理（回収、持分売却、清算等）、事業実績の内訳を韓国輸出入銀行海

外直接投資統計システムに入力する場合、第 2 項による書類を提出したものとみなす。但し、本文の規定

による入力期日は、第 2 項の規定を準用する。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

④申告機関の長は、個人または個人事業者の投資、不動産関連業に対する投資及び株式を出資した投資に

ついては、同申告内容を韓国輸出入銀行を経由し毎翌々月 5 日以内に金融監督院長に通知しなければなら

ない。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

⑤韓国輸出入銀行頭取は、毎年海外直接投資企業現況を作成し、企画財政部長官及び海外公館の長に送付

しなければならない。この場合、企画財政部長官は、事実確認等のために追加資料の要請及び実態点検等

を実施することができる。 

⑥第 1 項に規定した報告書のうち、年間事業実績報告書と清算報告書は、現地の公認会計士の監査を受け

て提出した、或いは現地公認会計士が確認した決算書または現地の税理士の税務報告書をもってこれに代

えることができる。<財政経済部告示第 2007-13 号、2007.2.26 改定、但書削除> 

⑦申告機関の長は、個人、個人事業者または法人の投資、不動産関連業に対する投資及び株式を出資した

投資については、同申告内容と、海外直接投資家または投資した現地法人の清算、休・廃業または所在不

明等の事実を韓国輸出入銀行を経由し毎翌月 25 日以内に国税庁長及び関税庁長に通知しなければならな

い。<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2.改定> 

 

第 3 款 金融保険業への海外直接投資 

<企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

第 9-10 条（金融機関等の金融・保険業への海外直接投資） <企画財政部告示 2008-11 号、 

2008.7.25.削除> 

第 9-11 条（金融機関を除く居住者の金融・保険業への海外直接投資） <企画財政部告示 2008-11 号、

2008.7.25.削除> 

第 9-11 条の 2（非金融・保険業を営む現地法人を通じた金融・保険業への海外直接投資） <企画財政部告
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示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

第 9-12 条（現地法人金融機関の他会社への海外直接投資） <企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除

> 

第 9-13 条（現地法人金融機関等の廃止手続き） <企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

第 9-14 条（現地法人金融機関等の申告内容変更手続き） <企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

第 9-15 条（現地法人金融機関等の報告等） <企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

第 9-15 条の 2（域外金融会社等への海外直接投資） ①第 9-5 条の規定にかかわらず、居住者（個人及び

個人事業者を除く、以下、この条で同じ）が域外金融会社等への海外直接投資をしようとする場合は、こ

の条に定めたところにより、韓国銀行総裁に申告しなければならない。<企画財政部告示 2008-11 号、

2008.7.25.改定> 

②居住者（共同で同一の域外金融会社等に投資しようとする場合は、投資比率が も高い者）が域外金融

会社等に対し、次の各号の 1 に該当する海外直接投資をしようとする場合は、別紙第 9-2 号書式の域外金

融会社（現地法人金融機関）投資申告書を韓国銀行総裁に提出しなければならない。<企画財政部告示第

2009-2 号 2009.2.4 改定> 

1. 令第 8 条第 1 項に準ずる投資の場合<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

2. 第 1 号による投資金額を含め、域外金融会社に対し投資（負債性証券の買入、第 7 章の規定に定めた

手続きを経た貸付・保証及び担保提供をいう）した投資総額が、当該域外金融会社の総資産の 100 分の 10

以上の場合（外国為替業務取扱機関が投資目的ではない業務として行う取引の場合を除く） 

3. 域外金融会社への投資（第 1 号または第 2 号に準ずる場合をいう）を目的に外国金融機関に対し、第 2

号に該当する投資をする場合 

4. 域外金融会社または外国金融機関に所属した資金運用単位に対する、第 1 号ないし第 3 号に該当する

投資の場合 

③居住者の現地法人（域外金融会社を含む）及びその子会社、孫会社または海外支店が第 2 項各号の 1 に

該当する投資をしようとする場合は、別紙第 9-3 号書式の域外金融会社（現地法人金融機関）支店（子会

社・孫会社）設立申告書を韓国銀行総裁に提出しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4

改定> 

④域外金融会社等に対する海外直接投資の申告をした者が、当該申告内容を変更または域外金融会社を廃

止しようとする場合は、別紙第 9-4 号書式の域外金融会社（現地法人金融機関）等の変更（廃止）申告書

を韓国銀行総裁に提出しなければならない。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

⑤第 2 項及び第 3 項により、域外金融会社等に対する海外直接投資の申告をした者は、毎四半期別の域外

金融会社の設立及び運営現況等を次の四半期の 初の月の 20 日までに韓国銀行総裁及び金融監督院長に

報告しなければならず、韓国銀行総裁は、域外金融会社の申告（受理）書の写し、設立及び運営現況等を

総合し、翌四半期の 2 カ月目の 20 日（域外金融会社申告（受理）書の写しの場合は、毎翌月 10 日）まで

に企画財政部長官に報告しなければならない。<財政経済部告示第 2007-13 号、2007.2.26 改定> 

⑥居住者が域外金融会社等に対する海外直接投資の申告をしてからの 1 年間の投資金額（または海外直接

投資変更申告後 6 カ月間の投資金額）が域外金融会社の出資総額または総資産の 100 分の 10 未満の場合
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は、その域外金融会社等に対する海外直接投資の申告は、第 7-31条第 2項による申告をしたものとみなす。

<企画財政部告示第 2009-18 号 2009.9.30 改定> 

⑦域外金融会社が資本欠損、または投資金を全額回収した状態で 6 カ月以上存続する場合、韓国銀行総裁

は、該当居住者に対し、域外金融会社の廃止申告を勧告することができる。韓国銀行総裁の廃止申告勧告

後 1 カ月以内に投資を持続する意思を明らかにしなかった域外金融会社は廃止申告をしたものとみなす。 

<企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.新設> 

⑧居住者が域外金融会社等に対する投資金を回収した場合、回収日から 1 カ月以内に韓国銀行総裁に回収

の内訳を報告しなければならない。<企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.新設> 

 

第 2 節 国内企業等海外支社 

<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

第 1 款 通則 

第 9-16 条（適用範囲） 居住者が外国に当該居住者の支店または事務所（以下「海外支社」という）を設

置・運用するため、法第 3 条第 1 項第 19 号オ及び令第 9 条第 1 項及び第 2 項第 6 号の規定による行為及

びそれに伴う資金の授受をしようとする場合は、この節に定めるところによる。<企画財政部告示第 2009-2

号 2009.2.4 改定> 

第 9-17 条（海外支社の区分） 海外支社は次の各号の通り区分する。 

1. 独立採算制を原則とし、外国で営業活動を営むために設置する「海外支店」 

2. 外国で営業活動を営まず、業務連絡、市場調査、研究開発活動等の非営業的機能のみを遂行するか、

或いは非営利団体（宗教団体を含む）が国外で当該団体の設立目的に符合する活動を遂行するために設置

する「海外事務所」 

②<企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

 

第 2 款 非金融機関の海外支社 

第 9-18 条（設置申告等） ①第 1 号及び第 2 号の各目の 1 に該当する非金融機関が海外支社を設置しよう

とする場合は、指定取引外国為替銀行の長に申告しなければならない。<企画財政部告示 2008-11 号、

2008.7.25.改定> 

1. 海外支店を設置する場合 

ア. 過去 1 年間の外貨獲得実績が米貨 1 百万ドル以上の者 

イ. その他主務部長官または韓国貿易協会長が外貨獲得の展望等を考慮し、海外支店の設置が必要と認め

た者 

2. 海外事務所を設置する場合 

ア. 公共機関<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

イ. 金融監督院 

ウ. 過去 1 年間の外貨獲得実績が米貨 30 万ドル以上の者 

エ. 過去 1 年間誘致した観光客数が 8 千人以上の国際旅行斡旋業者 
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オ. ウに規定する外貨獲得実績に達しない者で、2 人以上が共同で一つの海外事務所を設置しようとする者 

カ. 外貨獲得業者や輸出品または軍納品生産業者で構成された協会または組合等の法人 

キ. 中小企業協同組合 

ク. 国内の新聞社・通信社及び放送局 

ケ. 技術開発促進法令により、教育科学技術部長官から国外での企業付設研究所の設置が必要と認められ

た者<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

コ. 対外貿易法に定めるところにより貿易業を営む法人で、設立後 1 年を経過した者 

サ. その他主務部長官または韓国貿易協会長が海外事務所の設置が不可避と認めた者（非営利団体を含む） 

②<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 削除> 

第 9-19 条（海外支店の営業基金） ①海外支店を設置した者が海外支店の設置申告の際に申告した金額の

範囲内で、当該海外支店に営業基金（当該海外支店の設置費・維持運営費及び営業活動のための運転資金

を含め、現地金融借入による資金を除く。以下同じ）を支払おうとする場合は、指定取引外国為替銀行を

通じて支払わなければならない。 

②海外支店の設置申告の際に申告した営業基金を超過して営業基金を送金しようとする場合は、指定取引

外国為替銀行の長に申告しなければならない。 

③次の各号の 1 に該当する者の海外支店は独立採算制を適用せず、この場合、営業基金（第 9-20 条の規定

による設置費及び維持活動費を除く）を支払うことはできない。但し、やむを得ない場合に限り、韓国銀

行総裁に申告し受理を受けた場合はこの限りではない。<財政経済部告示第 2007-13 号、2007.2.26 改定> 

1. 外航運送業者及び遠洋漁業者 

2. 海外建設及び用役事業者 

第 9-20 条（海外事務所の経費） ①海外事務所の設置費及び維持活動費は、指定取引外国為替銀行を通じ

て支払わなければならない。 

②海外事務所の拡張に伴う経費を支払おうとする場合は、指定取引外国為替銀行の長に申告しなければな

らない。 

③第 1 項の規定による設置費の支払いを行うに当って、証憑書類による支払いが困難な場合は、海外事務

所の設置計画書により事前概算支払いをすることができ、この場合、設置申告日から 1 年以内に当該支払

いを証明する書類等を指定取引外国為替銀行の長に提出し、精算しなければならない。 

④指定取引外国為替銀行の長は、設置費の精算の結果、未使用残高がある場合は、これを維持活動費に転

用させることができ、その転用金額は当該事務所の維持活動費支払い総額に合算して管理しなければなら

ない。 

第 9-21 条（国内航空または船舶会社の海外支店の運営経費） ①外国航路に就航する国内航空または船舶

会社は、第 4-5 条及び第 9-20 条の規定にかかわらず、その航空または船舶会社の海外支店の駐在員給与・

設置費及び維持活動費を、その航空または船舶会社の全海外支店の当該年度収入金の 100 分の 30 の範囲

内で直接使うことができる。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

②国内航空または船舶会社は、毎年度別に各海外支店の現地収入金及び第 1 項で規定する現地収入金使用

明細書を当該年度終了日から 2 月以内に指定取引外国為替銀行の長に提出し、事後管理を受けなければな
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らない。 

第 9-22 条（海外支店の営業活動） ①海外支店が次の各号の 1 に該当する取引または行為をしようとする

場合は、韓国銀行総裁に申告し、受理を受けなければならない。 

1. 不動産に関する取引または行為。但し、当該海外支店の営業基金と利益金留保額の範囲内（独立採算

制の例外適用を受ける海外支店の場合は、認められた設置費及び維持活動費の範囲内）で、事務室及び駐

在員の住居用不動産等海外での営業活動に必要な外国にある不動産の取得等に関連して行う不動産取引は

この限りではない。 

2. 証券に関する取引または行為。但し、当該海外支店の営業活動に関連し、当該駐在国法令による義務

を履行するための場合と、当該駐在国内の政府機関または金融機関が発行した証券で、直ちに換金が可能

で、市場性がある証券の取引はこの限りではない。 

3. 非居住者に対する償還期限が 1 年を超過する貸付。但し、第 8-2 条の規定による場合を除く。 

②韓国銀行総裁は、第 1 項第 1 号の規定による不動産の取引または行為に対し、申告を受理するに当って

は、第 9 章第 4 節の規定を準用しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

第 9-23 条（海外支店の決算純利益金の処分等） ①独立採算をする海外支店を設置した者は、当該居住者

の会計期間ごとに各海外支店の決算財務諸表及びその付属書類と、決算の結果発生した純利益金の処分の

内訳をその決算日から 6 月以内に指定取引外国為替銀行の長に提出しなければならない。 

②第 1 項の決算利益金の処分は、次の各号の 1 に該当する方法によらなければならない。 

1. 前期繰越欠損への充当 

2. 国内に回収した後、外国為替銀行に内国支払い手段を代価に売却するか、或いは居住者勘定に預置 

3. 当該海外支店の営業基金としての運用 

第 9-24 条（海外支社の閉鎖等） ①海外支社の名称または位置を変更しようとする者は、指定取引外国為

替銀行の長にその変更内容を申告しなければならない。 

②海外支社を閉鎖する時は、残余財産を国内に直ちに回収し、当該海外支社の財産目録、貸借対照表、財

産処分明細書、外国為替売却証明書類を指定取引外国為替銀行に提出しなければならない。但し、海外で

この規定により認められた資本取引をしようとする場合は、国内に回収しないことができる。 

第 9-25 条（海外支社に関する事後管理等） ①海外支社の設置に関する申告をした者は、設置申告をした

日から 6 月以内に、現地法規による登録証等支社設置を確認できる書類を添付し、その設置申告をした指

定取引外国為替銀行の長に設置行為の完了内容を報告しなければならない。 

②第 9-19 条、第 9-20 条及び第 9-22 条の規定により海外支社が不動産を取得または処分する場合は、その

取得または処分の日から 6 月以内に指定取引外国為替銀行の長にその取得または処分の内容を報告しなけ

ればならない。 

③海外支社を設置した者は、当該海外支社の年度別の営業活動状況（外貨資金の借入及び貸付明細表を含

む）を当該年度終了日から 2 月以内に指定取引外国為替銀行の長に提出しなければならない。但し、海外

支社を設置した者が休・廃業等により報告書を提出することが不可能と申告機関の長が認める場合は、当

該休・廃業の期間に報告書を提出しないことができる。 

<企画財政部告示第 2009-18 号 2009.9.30 但書新設> 
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④営業基金、設置費、維持活動費の支払いは、海外支社の設置申告をした指定取引外国為替銀行を通じて

行われなければならず、同指定取引外国為替銀行は、不動産の取得及び処分、決算、資金の借入及び貸付

等に対し、海外支社別に総合管理カードを作成し、備え付け、事後管理をしなければならない。 

⑤指定取引外国為替銀行の長（韓国銀行総裁への申告内容を含む）は、次の各号の報告書または書類を作

成し、次の各号の 1 に定めた期日内に韓国輸出入銀行を経由して韓国銀行総裁及び国税庁長に通知しなけ

ればならない。但し、海外支社を設置した者が休・廃業の状態にあり、申告機関の長が海外支社を設置し

た者から報告書の提出を受けるのが不可能と認める場合はこの限りではなく、この場合、申告機関の長は、

休・廃業の事実を韓国輸出入銀行頭取に報告しなければならない。<企画財政部告示第 2009-18号 2009.9.30

但書新設> 

1. 海外支社設置（変更・廃止）申告（受理）書の写し、海外支社設置・現況報告書（四半期報）: 毎四

半期翌々月 10 日以内<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 

2. 年間営業活動報告書（海外事務所と非独立採算制海外支店は除く）: 会計期間終了後 5 月以内<財政

経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

3. 事後管理総合内訳等その他統計または事後管理に必要な書類（海外支社別営業基金・維持活動費支払

い現況及び不動産取得・処分現況を含む） <財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

⑥指定取引外国為替銀行の長が申告（受理）、送金、事後管理（回収、清算、廃止等）、事業実績の内訳を

韓国輸出入銀行の海外直接投資統計システムに入力する場合、第 5 項本文による書類を提出したものとみ

なす。 

但し、本文の規定による入力期日は、第 5 項の規定を準用する。<企画財政部告示第 2009-18 号 2009.9.30

改定> 

 

第 3 款 金融機関の海外支社 

<企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

第 9-26 条（設置申告等） <企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

第 9-27 条（廃止手続き等） <企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

第 9-28 条（海外支店の営業基金等） <企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

第 9-29 条（外国為替銀行の海外支店との取引） <企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

第 9-30 条（海外支店の営業活動等） <企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

第 9-31 条（準用規定） <企画財政部告示 2008-11 号、2008.7.25.削除> 

 

第 3 節 外国企業等の国内支社 

<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.1217.改定> 

第 9-32 条（適用範囲及び区分） ①非居住者が国内に支店及び事務所（以下、この節で「国内支社」とい

う）を設置・運営するため、法第 3 条第 1 項第 19 号オ及び法第 15 条の規定による資金の授受をしようと

する場合はこの節に定めるところによる。但し、外国銀行国内支店及び事務所は、第 2 章の規定に定める

ところによる。<企画財政部告示第 2009-2 号 2009.2.4 改定> 
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②非居住者の国内支社は次の各号の通り区分する。 

1. 国内で収益を発生させる営業活動を営む「支店」 

2. 国内で収益を発生させる営業活動を営まず、業務連絡、市場調査、研究開発活動等非営業的機能のみ

を遂行する「事務所」 

第 9-33 条（設置申告及び変更等） ①非居住者が国内支社を設置しようとする場合は、指定取引外国為替

銀行の長に申告しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

②第 1 項の規定にかかわらず、非居住者が次の各号の 1 に該当する業務またはこれに関連した業務を営む

ことを目的とする国内支社を設置しようとする場合は、企画財政部長官に申告しなければならない。 

1. 資金の融資、海外金融の斡旋及び仲介、カード業務、割賦金融等銀行業以外の金融関連業務 

2. 証券業務及び保険業務に関連した業務 

3. 外国人投資促進法等他の法令の規定により認められていない業務 

③第 1 項及び第 2 項の規定により申告をしようとする者は、別紙第 9-8 号書式の外国企業国内支社設置申

告書に次の各号の書類を添付し、企画財政部長官または指定取引外国為替銀行の長に提出しなければなら

ない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

1. 本店である外国法人の名称・所在地及び主な経営業務の内容を証明する書類 

2. 他の法令の規定により、その設置に関する許可等を要する場合は、その事実を証明する書類の写し 

3. 国内で営もうとする業務の内容と範囲に関する明細書 

④国内支社設置申告をした者が申告した内容を変更しようとする場合は、別紙第 9-9 号書式の外国企業国

内支社変更申告書に次の各号の 1 に該当する書類を添付し、当該設置申告をした者に提出しなければなら

ない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

1. 変更事実立証書類 

2. 事業計画書（支社の業務内容変更の際） 

第 9-34 条（営業資金等の導入） ①国内支社が外国の本社から営業資金を導入しようとする場合は、指定

取引外国為替銀行を通じて導入しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

②国内支社の指定取引外国為替銀行の長は、第 1 項の規定により導入された営業資金を、毎年度別に翌年

度の 2 月末までに韓国銀行総裁に報告しなければならず、韓国銀行総裁は、これを金融監督院長に通知し

なければならない。<財政経済部告示第 2006-26 号、2006.8.3 改定> 

第 9-35 条（決算純利益金の対外送金） ①第 9-33 条の規定により設置申告をした支店が決算純利益金を

外国に送金しようとする場合は、指定取引外国為替銀行を通じて送金しなければならない。<財政経済部告

示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

②第 1 項の規定により送金をしようとする者は、別紙第 9-10 号書式の外国企業国内支社決算純利益金送金

申請書に次の各号の書類を添付し、指定取引外国為替銀行の長に提出しなければならない。但し、第 9-33

条第 2 項の規定により、企画財政部長官に設置申告をした支店の場合は、決算純利益金対外処分に関する

関係法令による許可書等をもってこれに代えることができる。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.

改定> 

1. 当該支店の貸借対照表及び損益計算書 
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2. 納税証明 

3. 当該会計期間の純利益金の営業資金導入額に対する比率が 100 分の 100 以上の場合、または純利益金

が 1 億ウォンを超過する場合は、公認会計士の監査証明書 

第 9-36 条（減額された営業資金の支払い） 第 2-11 条及び第 9-33 条の規定により設置申告をした支店（金

融機関に限る）が、関係法令に定めた手続きにより減額された営業資金を外国に送金しようとする場合は、

第 9-35 条第 2 項を準用する。<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2.改定> 

第 9-37 条（国内支社の閉鎖等） ①この節の規定により設置申告をした者が国内支社を閉鎖しようとする

場合は、別紙第9-11号書式の外国企業国内支社閉鎖申告書を設置申告をした者に提出しなければならない。

<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17.改定> 

②第 1 項の規定により閉鎖申告をした者が国内保有資産の処分代金を外国に送金しようとする場合は、指

定取引外国為替銀行の長に当該国内支社の管轄税務署長が発行した納税証明を提出しなければならない。 

 

第 4 節 居住者の外国不動産取得  

<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

第 9-38 条（申告受理要件の審査） 居住者の外国にある不動産またはこれに関する権利の取得に関連し、

韓国銀行総裁または指定取引外国為替銀行の長は、外国不動産の取得申告がある場合は、以下の各号の 1

の事項を審査し、受理するかどうか決定しなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17

改定> 

1. 外国に不動産またはこれに関する物件・賃借権その他これに類する権利（以下、この款で「権利」とい

う）を取得しようとする者が以下の各目の 1 に該当する者であるかどうか 

ア. 信用情報の利用及び保護に関する法律による金融取引等商取引において約定した期日内に債務を返済

しなかったもので、総合信用情報集中機関に登録された者 

イ. 租税滞納者 

ウ. 海外移住手続き中の個人または個人事業者 

2. 不動産取得金額が現地の金融機関及び鑑定機関等が適正と認める水準であるかどうか 

3. 不動産取得が海外事業活動及び居住の目的等実際の使用目的に適合するかどうか(2006.8.3.改定) 

第 9-39 条（申告受理手続き） ①居住者が外国にある不動産またはこれに関する権利を取得しようとする

場合で、以下の各号の 1 に該当する場合は申告を要しない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17

改定> 

1. 外国為替業務取扱機関が海外支社の設置及び運営に直接必要な不動産の所有権または賃借権を取得す

る場合（当該海外支店の与信回収のための担保権の実行による取得を含む）<財政経済部告示第 2007-62

号、2007.12.17 改定> 

2. 居住者が非居住者から相続・遺贈・贈与により不動産に関する権利を取得する場合 

3. 政府が外国にいる非居住者から不動産またはこれに関する権利を取得する場合 

4. 外国人居住者と法第 3 条第 1 項第 15 号但書の規定に該当する居住者が法または令の適用を受ける取引

以外の取引により外国にある不動産またはこれに関する権利を取得する場合<企画財政部告示第 2009-2 号、
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2009.2.4 改定> 

5. 外国為替業務取扱機関が外国為替業務を営むことにより海外所在の不動産を担保として取得する場合 

6. 不動産投資会社法による不動産投資会社、資本市場及び金融投資業に関する法律による金融投資業者が

当該法令が定めたところにより外国にある不動産またはこれに関する権利を取得する場合<企画財政部告

示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

7. 法律により設立された基金を管理・運用する法人及び国民年金法第 102 条第 5 項により国民年金基金の

管理・運用に関する業務の委託を受けた法人が、当該法令により海外資産運用目的で不動産を売買または

賃貸するための場合<企画財政部告示第 2009-18 号、2009.9.30 改定> 

8. 以下の各目の 1 に該当する者が海外資産運用目的で不動産を売買または賃貸するための場合で、以下の

各目の 1 に定める範囲内で外国にある不動産またはこれに関する権利を取得する場合 

ア. 銀行、保険会社、総合金融会社： 当該機関の関連法令や規定等に定めた範囲内<企画財政部告示第

2009-2 号、2009.2.4 改定> 

イ. 総合貿易商社： 残高基準で前年度の輸出入実績の 100 分の 10 以内で、 高 3 億ドル以内 

②第 1 項の規定に該当する場合を除き、居住者が以下の各号の 1 に該当する外国にある不動産を取得しよ

うとする場合は、別紙第 9-12 号書式の不動産取得申告（受理）書を作成し、指定取引外国為替銀行の長に

申告して受理を受けなければならない。<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2 但書削除> 

1. 居住者が投資目的で外国にある不動産を取得する場合<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2 改定> 

2. 居住者本人または居住者の配偶者が海外で 2 年以上滞在する目的（申告当時 2 年以上海外に滞在してい

る配偶者が滞在する目的を含む）で住居用住宅を取得する場合（居住者の配偶者名義の取得を含む） 

③第 2 項の規定にかかわらず、居住者が外国不動産売買契約が確定する以前に指定取引外国為替銀行の長

から仮申告受理を受けた場合は、取得予定金額の 100 分の 10 以内( 高米貨 10 万ドルとする)で外国不動

産取得代金を支払うことができる。この場合、仮申告受理を受けた日から 3 ヶ月以内に第 2 項の規定によ

り申告して受理を受けるか、或いは支払った資金を国内に回収しなければならない。<財政経済部告示第

2007-62 号、2007.12.17 新設> 

④第 1 項及び第 2 項に規定された場合を除き、居住者が外国にある不動産またはこれに関する権利を取得

しようとする場合は、別紙第 9-12 号書式の不動産取得申告(受理)書を作成し、韓国銀行総裁に申告して受

理を受けなければならない。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

⑤この節の規定による不動産またはこれに関する権利の取得については、この節で別途に定めた場合を除

き、第 9-4 条及び第 9-6 条を準用する。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

第 9-40 条（事後管理） ①韓国銀行総裁または指定取引外国為替銀行の長は、第 9-39 条第 2 項及び第 4

項の規定による居住者の外国にある不動産またはこれに関する権利取得に対する申告受理内容を毎翌月20

日までに国税庁長に通知しなければならない。<企画財政部告示第 2009-18 号、2009.9.30 改定> 

②第 9-39条第 2項及び第 4項の規定による申告受理を受けて外国にある不動産またはこれに関する権利を

取得した者は、次の各号の報告書を韓国銀行総裁または指定取引外国為替銀行の長に提出しなければなら

ず、韓国銀行総裁または指定取引外国為替銀行の長は、第 1 号及び第 2 号の報告書の提出を受けた日が属

する月の翌月末日までに国税庁長に提出しなければならない。 
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<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

1. 海外不動産取得報告書： 不動産取得後 3 ヶ月以内 

2. 海外不動産処分(変更)報告書： 不動産処分(変更)後、3 ヶ月以内 

3. 随時報告書： 韓国銀行総裁または指定取引外国為替銀行の長が取得不動産の継続保有の証明等、事後

管理に必要と認め、要求する場合<企画財政部告示第 2009-2 号、2009.2.4 改定> 

第 9-41 条の 3（海外住宅の売却）<企画財政部告示第 2008-6 号、2008.6.2 削除> 

 

第 5 節 非居住者の国内不動産取得 

<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

第 9-42 条(申告手続き) ①非居住者が国内にある不動産またはこれに関する物権･賃借権その他これに類

する権利(以下、この款で「権利」という)を取得しようとする場合で、次の各号の 1 に該当する場合は申告

を要しない。 

1. 海底鉱物資源開発法の規定により認められたところにより非居住者である粗鉱権者が国内にある不動

産またはこれに関する権利を取得する場合 

2. 非居住者が本人、親族、従業員の居住用に国内にある不動産を賃借する場合 

3. 国民である非居住者が国内にある不動産またはこれに関する権利を取得する場合 

4. 非居住者が国内にいる非居住者から土地以外の不動産またはこれに関する権利を取得する場合 

5. 外国人非居住者が相続または遺贈により国内にある不動産またはこれに関する権利を取得する場合<財

政経済部告示第 2001-19 号、2001.11.6 新設> 

②第 1 項に定めた場合を除き、非居住者が国内不動産またはこれに関する権利を取得しようとする場合で、

次の各号の 1 に該当する場合は、別紙第 9-12 号書式の不動産取得申告（受理）書に当該不動産取引を立証

できる書類または担保取得を立証できる書類を添付し、外国為替銀行の長に申告しなければならない。<

財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

1. 外国から携帯輸入または送金(対外勘定に預けられた資金を含む)された資金で取得する場合 

2. 居住者との認められた取引に伴う担保権を取得する場合<財政経済部告示第 2007-62 号、 

2007.12.17 改定> 

3. 第 1 号による資金(外国で直接決済する場合を含む)または第 1 項及び第 2 項の方法で不動産またはこれ

に関する権利を取得した非居住者から不動産またはこれに関する権利を取得する場合<財政経済部告示第

2005-25 号、2006.1.1 改定〉 

③第 1 項及び第 2 項の場合を除き、非居住者が国内にある不動産またはこれに関する権利を取得しようと

する場合は、韓国銀行総裁に申告しなければならない。 

第 9-43 条(売却代金の支払い等) ①非居住者が次の各号の 1 に該当する方法で取得した国内にある不動産

またはこれに関する権利の売却代金を外国に支払おうとする場合は、当該不動産またはこれに関する権利

の取得及び売却を立証できる書類を外国為替銀行の長に提出しなければならない。但し、在外同胞の国内

財産搬出の場合は第 4-7 条の規定を適用する。<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

1. 第 9-42 条第 2 項第 1 号による資金で第 9-42 条第 1 項第 1 号ないし第 4 号の規定により国内にある不動
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産またはこれに関する権利を取得した場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

2. 第 9-42 条第 2 項の規定により国内にある不動産またはこれに関する権利を取得した場合。但し、第 7-13

条第 4 号の規定により国内不動産またはこれに関する権利を取得した場合を除く。<財政経済部告示第

2007-62 号、2007.12.17 改定> 

3. 第 9-42 条第 1 項第 5 号及び第 9-42 条第 3 項の規定により国内にある不動産またはこれに関する権利を

取得した場合<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 改定> 

②第 1 項の本文の場合を除き、非居住者が国内にある不動産またはこれに関する権利の売却代金を外国に

支払うために対外支払い手段を買い入れる場合は、第 7-21 条第 3 項の規定により別紙第 7-4 号書式の対外

支払い手段売買申告書により韓国銀行総裁に申告しなければならない。<財政経済部告示第 2005-25 号、

2006.1.1 改定> 

③<財政経済部告示第 2007-62 号、2007.12.17 削除> 

以上 
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