はじめに
2018 年 12 月 25 日、法務省は「外国人材の受入れ・共生のための総合的対
応策」を取りまとめました。これは日本に在留する外国人が近年、増加し続け
ていることを背景に、日本での就労や留学をはじめとして、日本国内で生活す
る外国人の受入れのための環境を整備し、外国人も日本社会で円滑に生活でき
るようにすることを目的としたものです。2019 年４月１日からは改正された
入管法（出入国管理及び難民認定法）も施行され、「特定技能」といった新たな
在留資格も創設されました。
日本で生活を営む外国人（特に中長期の生活を営もうとする場合）にとって
は、日本人と同じように、家賃や公共料金の支払い、就労先からの給料の受取
りなど、様々なイベントにおいて金融取引が重要な役割を果たすことになりま
す。このような重要性を踏まえると、金融機関としても、外国人のお客様に対
し、日本人のお客様と同じような金融サービスを提供することが社会的、国際
的に期待されるでしょう。一方で、外国人のお客様にサービスを提供するにあ
たっては、母国の文化や言語の違い、本国への帰国といったように、日本人と
は異なる側面があり得る点にも配慮しなければいけません。
本書では、外国人を取り巻く環境にも触れながら、外国人のお客様と金融取
引を行う場合の基本的な考え方や注意すべき点を記述するものです。本書が円
滑かつ適切な取引のための一助となれば、編著者として大変幸いに存じます。
2020 年３月
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Q1

日本で働く外国人は、金融機関でどのような
サービスを利用する可能性がありますか？
給与振込口座の開設、公共料金の口座振替といった預貯金
取引、母国への送金等の為替取引のほか、融資取引、貸金
庫取引や金融商品取引の利用が考えられます。

A

１．預貯金取引
⑴

給与振込口座
日本で働く外国人は、約 166 万人に上るといわれています（厚生労働省

「
『外国人雇用状況』の届出状況まとめ（令和元年 10 月末現在）」）。その多
くが預貯金口座への振込みによって給与等を受領しており、預貯金口座が
給与振込口座として利用されています。
⑵

公共料金、電話等のライフラインの支払い（自動引落し）
電気、ガス、水道などの公共料金の支払いや、インターネット、固定電

話、携帯電話などの支払いのために預貯金口座からの自動引落しサービス
が広く利用されています。特に、クレジットカードを持たない預貯金者に
とっては、預貯金口座からの自動引落しは、重要な決済手段といえます。

２．為替取引
日本国外への送金取引についても広く利用されています。日本で働くこ
とによって得た給与の一部を、母国へ送金する要請は高いものと考えられ
ます。
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３．融資取引
日本で一定期間または長期にわたって働き、生活をする以上、資金ニー
ズが生じることもあるものと考えられます。したがって、カードローンそ
の他の方法により融資を受けることもあります。また、住居の購入、ビジ
ネス等においてより大きな融資取引を行う場合もあります。

４．貸金庫取引・金融商品取引等
外国人であっても、重要な書類、資産を保管するニーズは同じであり、
金融機関の貸金庫を利用することもあり得ます。また、外国人に対して金
融商品の販売を行うこと、保険契約を締結することも想定されます。
このように、外国人であっても、金融機関において日本人と変わらない
サービスを利用する可能性がありますので、これを前提に、金融サービス
の利用を希望する外国人への対応を検討しておく必要があります。

５．日本における外国人の「権利義務」
ところで、そもそも外国人は日本の法律上、預貯金取引や融資取引の権
利義務の主体となるのでしょうか。
私法上の権利義務の帰属主体となり得る地位・資格を「権利能力」とい
います。外国人の「権利能力」について民法は、「外国人は、法令又は条
約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する」としており（民
法 3 条 2 項）
、
「法令又は条約」により外国人の権利能力は制限されること
があり得ることになります。
外国人の権利能力を制限する法律としては、例えば、鉱業法 17 条の
「日本国民又は日本国法人でなければ、鉱業権者となることができない」
等の規定が挙げられます。しかし、外国人による預貯金取引、融資取引等
の各種の金融サービスの利用等を制限する法律は現在のところありませ
ん。したがって、上記１．から４．の金融サービスにおいても、外国人は
日本人と同様に権利能力を有し、契約の主体となり、また、権利の帰属主
体となることができます。
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