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今、日本は国内市場の拡大が望めないため、企業の大小を問わず

海外市場の成長をいち早く取り込もうと、海外進出や外国企業との

提携など、投資の海外シフトを進めています。一方、金融機関はそ

うした企業のグローバル戦略を捉え、貿易を始めとした商流を取り

込むべく、人材の育成等、国際業務の強化に取り組んでいます。

金融機関の行職員は、おのずと基本的な外国為替の仕組みの理解

が求められているといっても過言ではありません。

さて、1998 年の改正外為法による資本取引の規制緩和や外国為

替業務の自由化、その後に発生した米国同時多発テロによる大量破

壊兵器等の不正輸出防止を目的とした「日本版キャッチオール規制」

の導入、マネーローンダリングとテロ資金供与防止のための「犯罪

収益移転防止法」の施行、国際ルールでは「信用状統一規則」の改

訂や「インコタームズ」の改訂等々、内外の法整備が行われました。

このたび本書は七訂版として、外為法による有事規制等、貿易や

資本取引の規制を、よりわかりやすく理解していただけるよう、関

連記述の見直しを行うとともに、新たに犯罪収益移転防止法の項目

を設けました。また、コラムに輸出債権回収リスク対策の解説を加

え、いずれは外為渉外にも活かせるよう解説を行いました。

外国為替の入門書として、また研修の教材として短時間で効率よ

く読んで理解していただけるように工夫しています。

本書が皆さまの業務に大いに役立てていただけることを切に願っ

ています。

2016 年４月	 経済法令研究会
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お客さまのニーズ

◆海外旅行者数と円高・円安

海外へ出かける日本人旅行者（アウトバウンド）の数は1986年か

ら急増し、1990年には1,000万人を突破しました。この間に、１ドル＝

240円が130円の方向へと円高が急速に進行し、割安にドルを購入し

て海外旅行ができるようになりました。そして、この円高により日

本の企業の海外進出が増え、外国から安い衣料品や生鮮食料品の輸

入が増加しました。1990年にはバブル経済が崩壊し、日本ではデフ

レ状況が続くなか、1998年４月に外為法の改正を主とする金融ビッ

グバンがはじまりました。

2000年には海外旅行者が1,800万人に迫りましたが、2001年の米

国同時多発テロ、2003年にはＳＡＲＳ、イラク戦争により旅行者は

1,330万人まで急減しました。その後、2004年には一旦増加に転じ

ましたが、2008年の米国を震源とする世界同時不況や新型インフル

エンザの影響で出国者に影響が出ました。

一方、訪日外国人旅行者（インバウンド）は、2003年に政府が始

めたビジット・ジャパン事業（訪日旅行促進事業）や、その後の中

国人のビザ要件の緩和、アベノミクスによる円安などで特に東日本

大震災の翌年以降急増し、2013年には1,000万人を超え、2015年に

はついにインバウンドがアウトバウンドを上回りました。

◆お客さまのニーズ

銀行等金融機関（以下、銀行という）では、海外旅行者への外貨

両替（20項参照）のほか、海外送金（第４章）、輸出・輸入に関す

る業務（第５章）、企業の海外進出支援等、さまざまな面でお客さ

まのお役に立っています。
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渡航前に現地治安情報を
調べて、楽しい海外旅行を！
（詳しくは外務省海外安全
ホームページを参照）
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イラク戦争
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アベノミクス
による円安

お客さまのニーズ 銀行のかかわり（主なもの）

海外旅行・出張用の外貨 外貨両替（CASH・T/Cの売買）

外国向け送金、被仕向送金

輸出代金の回収 輸出前貸手形、輸出手形の買取・取立

輸入代金の支払

海外取引に係わる保証 入札保証、契約履行保証、スタンドバイ・クレジット

外貨建の預金 外貨預金

外貨建の借入・資金調達 インパクトローン、外債

輸出入のリスク軽減
L/C確認・引受、貿易保険、L/Cパック、

フォーフェイティング、国際ファクタリング

為替リスクの軽減

貿易業務効率化

海外進出サポート

外国に（外国から）送金

輸入信用状発行、本邦ローン、輸入荷物引取保証

為替予約、通貨オプション

外為EBサービス・WEBサービス

海外進出支援（ダンレポートなど）

▪日本人海外旅行者数の推移
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内国為替との相違点

外国為替の特色を、東京のＡ社から大阪のＢ社へ円の振込をする

内国為替との比較で理解してみましょう。日本国内では、為替相場

に関係なく円の振込ができます。

一方、外国為替で東京のＡ社からニューヨークのＣ社へ米ドルで

送金するような例では、日本の送金人Ａ社は銀行へ円を払って米ド

ルでアメリカのＣ社へ送ってほしいと依頼します。ここで円とドル

という２つの通貨の交換の比率、為替相場が必要になります。「円

の国際化」と言われて久しいですが、わが国の貿易で円建で決済さ

れる比率は現状、おおよそ輸出で35％、輸入で25％です。

そして、海外送金は国際間の資金移動（マネー・トランスファー）

となり、その取扱いにあたっては外為法等の法律に則って行う必要

があります。送金を取り扱う銀行は、時差や海外の休日等、相手国

の事情にも配慮して英語で外国の銀行とコミュニケーションし、資

金の受渡しは取引１件ごとにその都度コルレス銀行間の預金勘定を

利用して行われます（内国為替の全銀システムのような統合された

方式とは異なる。３項参照）。

前記のほか、貿易に関しては国際ルールが準用されますが、そう

でない場合には国による法律の相違にも影響されます。貿易金融の

ほか与信取引に関連が深いのも外為の特色です。ざっと比較しただ

けで９項目以上あります。

さらに相手国の事情として、政治、経済、文化、労働条件、中央

銀行の規制等を理解する必要があります。
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◎外国為替は上図のほかに、カントリー・リスク（相手国の政治・経済・社会

情勢等の変化に伴うリスク）にも留意する必要がある。

◎外国為替はFOREIGN EXCHANGE、外為（がいため）と略称される。

米ドル人民元
ユーロ

英ポンド

通貨の交換
（為替相場）

円
TOKYO

N.Y.

時差

日本語

昼

英語

夜

日本の
法律規制

アメリカの
法律規制

日本の慣習 アメリカの慣習

主な国際ルール：信用状統一規則（UCP）
　　　　　　　　取立統一規則（URC）
　　　　　　　　インコタームズ（INCOTERMS）
　　　　　　　　請求払保証統一規則（URDG）

▪世界と外国為替
—内国為替との違い—
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