
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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