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要約 

 近年ドルやユーロに対し、円高が進んでいる。この円高により収益が悪化し、苦しんでいる

企業が日本には多くあると考えられる。私たちはこの点を問題視し、円高が進んでいる現状の

下でも日本企業が円高の悪影響を受けにくくなる方法を考えた。 

 第１章の現状分析では日本にとって輸出企業とはどのような存在なのかについてと円高の現

状について考える。前者については、実質 GDP 成長率に占める純輸出部門の寄与度、主要各

国と比較したときの輸出依存度、日本における輸出企業の規模の三点から考察した。その結

果、輸出企業は日本にとって重要で、大きな存在感をもつということが分かった。後者につい

ては、輸出企業が円高によってどのような影響をうけているのかを考察した。まず円高が企業

の収益に影響を与えるまでの波及経路を考え、次にパス• スルーを計算することにより為替と

輸出財の価格変動の関係について考えた。その結果円高は企業にとって悪影響をもたらすもの

であるということが証明できた。 

 ではどうしたら輸出企業が円高により悪影響を受けるのを避けられるのか。方法はふたつ考

えられる。１つは円高自体を止めること、もう１つは為替変動の影響を受けにくくする仕組み

を作ることである。私たちは以下の方策分析により後者の為替変動の影響を受けにくい貿易の

仕組みを作ることを選択した。 

 第２章の方策分析では円高を止める方法についての考察と、円建て輸出のメリットについて

の考察をおこなった。まず円高を止める方法だが、金融政策と為替介入、内需拡大、固定相場

制の４つについて考えた。そして円高を止めるための有効で実現可能な方法はないという結論

に至った。そこで私たちは為替変動の影響を受けにくい貿易の仕組みを提案することにし、円

建て輸出を促進するという方法を考えだしたのである。次に円建てで輸出することにどんなメ

リットがあるのかについて考えた。短期的には為替リスクがなくなる。長期的には円建て輸出

は日本の企業に価格の決定における交渉力をもたらし、外貨建て輸出よりも為替変動の悪影響

をうけにくいということが分かった。 

 以上より円建て輸出の促進が、円高による日本企業への悪影響を軽減する最善の方法である

ことが示された。よって円建て輸出を促進するためにはどうすれば良いか、これが私たちの政

策提言となる。 

 円建て輸出により日本企業には為替リスクが軽減されるなどのメリットがもたらされる。だ

が反対に取引相手の外国の企業には為替リスクを負うなどのデメリットが生じる。どうすれば

外国の企業にこのデメリットを許容してでも円建て輸出を受け入れてもらえるだろうか。私た

ちの答えは日本企業が得るメリットの一部を外国の企業に与えることで円建て輸出を受け入れ

るインセンティブを与えることである。 

 第３章の分析で日本企業が得る利益を数量化した。ここでは日本企業が得るメリットを、為

替リスクをヘッジするために支払う費用がなくなることととらえ、通貨オプションを使って算

出した。そしてそのメリットのうちどれほど外国の企業に与えればよいかを、プロスペクト理

論にもとづいて算出した。算出は輸出決済通貨のほとんどを占めるドルとユーロについておこ

なった。結果、為替リスクのヘッジに必要な費用はドルでは 3.777％、ユーロでは 4.411％と算

出された。そしてそのうちの七割、つまり対ドルでは 2.62％、対ユーロでは 3.05％を外国企業
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にインセンティブとして与えれば外国の企業は円建て輸出を受け入れてくれるということがわ

かった。 

 第４章ではどのような形態で利益を与えるのがのぞましいのかについて考える。私たちは円

建て輸出促進基金を設立し、外国の企業に円建てで融資をし、返済の際に返済額を差し引くこ

とで利益供与をおこなうというスキームを考えた。この円建て輸出促進基金は外貨準備を信用

の担保として日本銀行が拠出する資金によって運営され、外国の企業は融資によって得た円貨

で日本企業と取引をおこない、返済の際に生まれる元本割れの分は日本企業が負担するものと

する。このスキームによりインフレや円高が伴うことなく円建て輸出を促進することができ

る。 

 第５章では描く未来像について述べる。円建て輸出の増加は世界における円の流通量の増加

につながる。これにより円建ての金融商品が作られるなどの動きが起こり、日本全体にメリッ

トをもたらすと考えられる。 

 以上のように円高による収益悪化に対する問題意識から円建てでの輸出を増やすための円建

て輸出促進基金の設立の提案が私たちの政策提言である。 
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はじめに 

本稿の目的は、輸出企業が為替変動の影響を受けにくくなる為に、どのような方策があるの

かを考察することである。そしてその方策を実行するための具体的な仕組みを考え、政策提言

とする。 

 

昨今、新聞やニュースにおいて頻繁に「円相場は最高値を更新、輸出企業に更なる打撃」と

いうような報道を耳にする。今年 8 月に就任した野田総理も自動車部品を作る工場を視察する

など、円高とそれによる輸出企業への悪影響に大きな関心を向けている。政府としても 10 月

21 日の閣議で、中小企業への資金繰り援助や、対外投資の際の融資枠の増強など総額２兆円規

模の円高対策を第３次補正予算案に盛り込み、また、10 月 31 日には最高値を更新し続ける為

替市場に対し、日本銀行と財務省による 7～8 兆円とも言われる為替介入を行っている。しか

し、これらは本当に効果が出ているのか、または根本的な解決になっているのかという疑問が

ある。そこで、私たちは今回奇抜とも思われる政策で「輸出企業が為替変動の影響を受けにく

くしよう」と思い立ったのである。 

  

何故このような論文の目的にするに至ったかについて現状分析を通じて示していく。疑問点

として浮かぶであろうろう点が、まず、何故輸出企業なのか。次に、何故為替変動の影響を受

けにくくする必要があるのか、になると思われる。 

何故輸出企業なのかへの回答として、日本経済にとって輸出や輸出企業がどのような存在であ

るかを考察していく。 

何故為替変動の影響を受けにくくする必要があるのかへの回答として、輸出企業が円高によっ

てどのような影響を与えているかを考察していく。 
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第1章 現状分析 

第1節 日本企業にとっての輸出企業  
 ここでは、最初に日本経済にとって輸出や輸出企業がどのような存在であるかを考察してい

く。 

 結論は、輸出企業は日本にとって大切であり、非常に存在感が大きいということである。 

そのように導くことができる理由は 3 点ある。まず 1 点目は、日本経済の実質 GDP 成長率に

占める純輸出部門の寄与度が大きいこと。次に 2 点目は、日本を含めた主要各国の輸出依存度

（輸出額/GDP）を比較したときに、日本の輸出依存度が大きいこと。最後に 3 点目は日本企

業を売上高で比較した際の輸出企業の順位が高いことである。 

 

 まず、第１の日本経済の実質 GDP 成長率に占める純輸出部門の寄与度を考察していく。今

回は内閣府の発表する国民経済統計のデータを用いて、成長の要因を民間の消費や投資に基づ

く民間部門によるもの（以下民需）、政府の消費や投資などに基づく公的部門によるもの（以

下公需）、さらに輸出から輸入を差し引いた純輸出分けて寄与度を算出した。以下に示す表が

2006年からの計算結果である。 

 

表 1 

 実質 GDP成長率 民需要因 公需要因 純輸出要因 

２００６ 2.04%  1.4%  -0.2%  0.9%  

２００７ 2.36%  1.3%  0.0%  1.1%  

２００８ -1.17%  -1.1%  -0.2%  0.2%  

２００９ -6.29%  -5.3%  0.8%  -2.1%  

内閣府（国民経済統計） 

 

 この表を見ると、特に 2006、2007 年においての経済成長に純輸出が大きく貢献している事

が分かる。つまり、輸出は日本にとっては経済成長に欠かせないものとなっている。また、公

的部門の借金が 1000 兆円を超えるなど財政的に逼迫している日本においては、公需部門での

積極的な財政政策による経済成長牽引が難しくなっていく上に、民需をコントロールすること

も難しいと考えると、ますます輸出による経済成長の重要度は増してくると思われる。 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

 8  

 第２に 2010 年度の世界の主要各国の（名目）GDP に対する純輸出額を算出した。ここで

は、（名目）GDP に対する純輸出額を輸出依存度と定義する。以下に、名目 GDP の上位８ヶ

国と新興国のインドを加えて比較した表を示す。これにより、各国の輸出部門の重要性を比較

していく。 

表 2 

国名 輸出額 輸入額 純輸出 GDP 純輸出額／GDP（名目） 

日本 674000  607,650 66350  4757622  1.4% 億円 

アメリカ 12887  19,357 -6470 146604  -4.4% 億ドル 

イギリス 263  360 -97 1455  -6.7% 10億ポンド 

フランス 5117  5,992 -875 26340  -3.3% 億ドル 

ドイツ 952  798 154  2494  6.2% １０億ユーロ 

イタリア 4475 4,866 -391 20551 -1.9% 億ドル 

中国 12017  10056  1961  49000  4.0% 億ドル 

ブラジル 201,915 181,649 20266  2089829  1.0% １００万ドル 

インド 2456  3,507 -1051 15379  -6.8% 億ドル 
 

 表による比較での結論を述べる前に、「なぜ純輸出を比べるのか。」、「輸出部門の強さで

あるのだから輸出を比べれば良いのではないか。」という疑問について解決しておく。 

 輸出を比較しない原因とは、一言で言えば、輸入の存在である。当然だが、各国は輸出と同

時に輸入も行っている。例えばある１国の輸出だけを見たとき規模が大きくても、それ以上に

輸入の規模が大きかった場合、その国の貿易は赤字である。国の輸入に必要な額すらも輸出に

よって稼ぎ出せていない、ということになる。この貿易赤字の典型的な例が EU 諸国にある。

EU 諸国の一部は元々ヨーロッパ内で分業をし、それを輸出入によって売り買いすることで需

要と供給のバランスを取るという形をとっていた。その形がユーロという共通通貨により為替

リスクを背負わなくてよくなったことで域内貿易がさらに加速し、現在に至る。 

 EU 諸国で域内貿易が盛んである事を実際にデータで見ることも出来る。この中で最も高い

輸出依存度を誇るドイツの輸出先を見てみると、１位から仏、米、蘭、英、伊、オーストリ

アとなっており、さらに欧州への輸出割合が 71％であり、ユーロ圏に 60％を輸出し

ている。(ドイツ統計局)フランスの輸出先を見ても、１位から独、白、伊、西、英と

なっておりユーロ圏に多く輸出をしていることが分かる。イタリアについても同様で

ある。 このような域内貿易の形や貿易赤字のケースを入れて輸出の強さを測る事は出来ない

と考え、純輸出を比較の指針とした。 

 純輸出の比較の結果としては、日本は純輸出で比較すると先進国間では高く、中国以外の新

興国に比べても十分高いということが分かる。この９カ国の中で純輸出の額が日本よりも大き

いドイツ、中国については為替レートを安く抑えられている、または人為的に抑えているた

め、変動為替制度で頑張っている日本は世界の中でも特異の輸出大国と言えるのではないだろ

うか。 

 第３に、日本の上場企業を売上高で比較した際に、１位がトヨタ自動車、４位に日立製作
所、５位に本田技研工業、６位に日産自動車、７位パナソニック、８位ソニー、９位東芝とい

うように輸出を行っている企業がランクインしている。2 

 つまり、日本のいわゆる大企業に輸出企業が多いということが言える。このような大企業の

業績は、紙面や報道で大きく取り上げられることから、その動向は第２で示した輸出依存度よ

りも大きな心理的影響を日本全体にもたらすと考えられる。さらに、このような大企業は多く

のサプライヤーを抱えておりその業績動向は日本全体に波及しかねない。 

                                                      
2 http://www.ullet.com/search.html 
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 まとめると、輸出は日本の経済の重要な経済成長要因であること、輸出が GDP に占める割

合も主要国と比べて大きいこと、多くの注目を集め、サプライヤーも多数抱える日本の大企業

が輸出企業であることが多いという３つの点から、日本にとって輸出企業は大切で存在感が大

きいということが出来る。 

 

第2節 円高の現状の提示 
  

 ここでは、輸出企業が円高によってどのような影響を与えているかを考察していく。 

 現状として、為替は全体的に円高が進んでいる。円高はここ数年で初めて起きた事象ではな

く、何十年も継続して進んできた。例として戦後からの対ドルレートを見ても、1949 年に決ま

った 1 ドル 360 円から 2011 年現在の 1 ドル 80 円前後までずっと進んできた事象である。円

高はユーロに対しても同様である。ユーロ発足から暫くは若干のユーロ高を見せたこともあっ

たが、2008年の急落以降、段階的にユーロ安が進んでいて、長い目で見れば円高傾向は明らか

である。 

 この円高が輸出企業にどのような影響を与えているか、その波及経路を図に示してみた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 記の表について説明する。 

円高は、円建て価格の低下及び外貨建て輸出価格の上昇を引き起こす。 

円建て輸出価格の低下とは、例えば、100ドル稼いだら 1ドル 100円の時には 10000円にな

っていたのが 1ドル 80円の時には 8000円にしかならないという事である。 

外貨建て輸出価格の上昇とは、例えば、4000円で輸出していたものが、1ドル 100円の時に

は輸出先では 40 ドルで売られていたのに対し、1 ドル 80 円の時には輸出先では 50 ドルで売

られるようになった、という事である。 
 円建て輸出価格の低下は、企業収益の悪化に繋がる。これは上記のように 10000 円稼いでい

たものが 8000円になってしまった場合を考えれば明らかである。 

 外貨建て輸出価格の上昇は、輸出先においての値上がりと同等なので、相対的に輸出競争力

の低下を引き起こす。そして競争力が低下したことにより商品をあまり買ってもらえなくな

る、つまり輸出量の減尐が引き起こり、これも企業収益の悪化に繋がる。 

 端的に言えば、理論的には円高は輸出企業に悪影響を与えていると言える。 

 

次に、円高が悪影響を与えている理論の実証をする。 

 パス・スルーとは、円高が 1％か進んだときに価格が何％上昇したかを示す指数である。今

回はこの価格の部分を輸出物の価格を使う。 
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 この分析により分かるのは、円高により起こる価格の低下からの企業収益の悪化を、企業が

価格を上げることによって防ぐことができているかどうかである。例えば円高が 10%進むこと

により価格が 10%低下していても、企業が円建て輸出価格を 10%以上上げる事が出来ていれ

ば、企業は円高が進む以前より多くの収益をあげられていて、企業収益の悪化には繋がってい

ないはずである。つまり、円高の進行割合に対して輸出物の価格の上昇割合が勝っていれば、

企業は上記の図や説明の様な円高により悪影響を受けるスキームを克服していると言えるし、

逆に务っていればスキームは克服できていなく、円高の悪影響が企業を直撃していると言え

る。 

 理論は示せたので、2000 年から 2010 年の円ドルの為替レート、輸出財の価格と、実際に算

出した前年度比の為替変動率と価格変動率、そしてその平均を提示する。 

それぞれ為替レートは円高にふれた場合、価格は値上がりしたときに正の値をとるものとす

る。 

表 3 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

為替 107.74 121.52 125.28 115.92 108.16 110.15 116.28 117.77 103.33 93.53 87.77 

価格 89.98 94.24 92.88 92.68 93.94 100 106.37 113.23 110.96 101.06 101.25 

前年比 

表 4 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

為替 -12.79 -3.09 7.47 6.69 -5.67 0.42 -3.47 12.26 9.48 6.16 

価格 4.73 -1.44 -0.21 1.36 6.45 6.37 6.45 -2 -8.92 0.19 

 

財務省貿易統計 

 表から計算すると、 

前年度比の為替変動率の平均は 1.746% 

前年度比の価格変動率の平均は 1.298% 
となった。 

 これにより、前年度比の為替変動率の平均＞前年度比の価格変動率の平均が実証され、上記

の図や説明のように円高の悪影響が企業を直撃していることが明らかになった。 

 

 最後に、東京商工会議所が行ったヒアリング調査を提示することで、円高の悪影響が理論上

だけではなく現実にも起こっているという事を提示する。 

「円高にともなう企業活動への影響に関するアンケート」の調査結果によると、円高にともな

う影響について、輸出を行っている企業の約 8割(76.4%)がマイナス影響ありと回答した。輸出

入両方を行っている企業でも 6割超(65.0%)がマイナス影響ありとなっており、中小の輸出企業

への深刻な悪影響が明らかとなった。3 

これにより、理論とヒアリングの両面から円高の悪影響が証明された。 

 

2 つの現状分析を経た結果、日本にとって輸出企業は日本にとって大切であり、その輸出企

業が円高によって悪影響を受けていることが示され、論文の目的に至った理由が示された。 

 しかし、一方で新たに浮かぶ疑問として、まず、円高の悪影響を緩和する方策が何故“為替

変動の影響をうけにくくする”なのか？円高を止めるではいけないのか。そして、為替変動の

                                                      
3 東京商工会議所 
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影響を受けにくくするとは具体的にどのような方法をとるのか、という疑問が生じると思われ

る。この疑問への回答として、円高の悪影響への対処法を考察していく。 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

 12  

第2章 方策分析 

第1節 円高を止める方法 
 ここでは円高を止める主な４つの方法について考察する。４つの方法とは金融政策と為替介

入、内需拡大、固定相場制の採用である。 

 

まず金融政策について考える。円高を止める金融政策には、量的緩和をする方法と金利

を下げる方法がある。量的緩和は中央銀行の当座預金の残高を増やすことで貸し出しを

増やさせ、市場における円の流通量を増やす。金利を下げる方法は、金利を低くするこ

とで資金を借りやすくし、円の流通量を増やす。どちらも円の流通量を増やすことで円

の価値を下げて円安に導く方法である。 

 円の供給量が増えることで 1 円あたりの価値が下落するため、円高を止めることに役立つと

考えられる。しかし金利の低下やインフレが伴うので、円高を止めるためだけにおこなう政策

としては最善の策とは言いがたい。 

 次に金利を下げる方法だが、日本は現在金利が低く、金利を下げて円の流通量を増やすには

限界があると考えられる。さらに金利平価説に従えば、相対的に金利の低い通貨は通貨高にな

る。つまり金利を低くしすぎると円高が進みかねないのである。 

 

 外国為替平衡操作について考える。これは一般に為替介入と呼ばれるものであり、以

下でも為替介入と呼ぶこととする。 

 これは財務省の命令で主に日本銀行がおこなう為替操作である。円安に誘導する場合、

銀行はドルを買い、円を売却する。市場は巨大なため、為替を動かすには巨額の資金が

投入される。 

 為替介入の効果を測るために過去の為替介入の実績をみていきたいと思う。以下のグ

ラフは円ドル為替レートの推移を示したものである。 
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表 5 

 
一方、為替介入の実施状況は以下の通りである 

 1991 ドル売り円買い   702億円 

 1992 ドル売り円買い  7,169億円 

 1993 ドル買い円売り 25,580億円 

 1994 ドル買い円売り 20,639億円 

 1995 ドル買い円売り 49,588億円 

 1996 ドル買い円売り 16,036億円 

  1997 ドル売り円買い 9,827億円 

 1998 ドル売り円買い 30,470億円 

 1999 ドル買い円売り 75,884億円 

 2000 ドル買い円売り 29,577億円 

 2001 ドル買い円売り 31,455億円 

 2002 ドル買い円売り 39,924億円 

 2003 ドル買い円売り 202,465億円 

 2004 ドル買い円売り 148,314億円 

 2010 ドル買い円売り 21,249億円 

 

 介入の実績と為替レートの実際の動きを照らし合わせてみると、操作で誘導した方向に為替が

動いている年もあれば、そうではない年もある。効果がみられた年に関しても効果は一時的な

ものである。また為替レートは様々な要因で動くものであるため、一概に為替介入の効果とい

えるかは疑問である。例えば 1993 年から 1995 年では 90,000 億円のドル買い円売りで円安へ

の誘導が試みられているが、為替の円高への動きは止まっていない。 

 以上のような過去の実績から分かるように為替介入には巨額の資金が必要で、効果が明確で

はなく、あっても継続的なものではないことが分かる。さらにこの巨額の資金は短期の国債発

行によってまかなわれる。国債の発行残高の規模が問題になっている現在においては、国債の

発行残高の増加につながる方法は好まれないだろう。 

 

次は内需拡大について考える。これは内需を拡大させ輸入を増やすことで円安に誘導す

る方法である。輸入が増えることで外貨の需要が増え、為替は円安に向かうのである。 

 では、日本で内需を拡大させることは可能だろうか。内需が大きくなるには、一人当たりの

消費量が増えるか、人口が増えるかの二通りが考えられる。消費税が導入され、税率の引き上

げが計画されている現在、消費が大幅にのびるとは考えにくい。さらに年金制度に対する不安

が生まれてきているため、将来に備えて貯蓄をしようとする動きも強くなるだろう。また今後
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の人口に関してだが、総務省の統計局が今後人口は減尐するという見通しを出している。つま

り人口の増加による内需拡大は見込めないのである。 

 内需の拡大にはもう一つ公共投資という方法もあるが、日本は現在財政赤字に苦しんでお

り、国に頼って資金を出させるのは財政状態を悪化させることにもつながる。 

 日本での内需拡大は難しいといえるのではないだろうか。 

 

 最後に固定相場制について考える。これは為替を固定する方法である。為替の変動がな

くなるので円高の問題はなくなる。 

 為替を固定すると金融政策が自由にとれなくなる。すなわち為替を固定した相手国の金融政

策に影響を受けることになる。特に金利に関する政策は強い影響を受ける。例えば、もしドル

と円の為替レートを固定したときにアメリカと日本で金利に差があった場合、金利の高い方の

国に資金が流れる。これを防ぐには金利は同じにせざるを得ない。つまり為替を固定した相手

国の金利に自国の金利を合わせねばならず、国内の状況に応じた適切な金利政策がとれなくな

る。 

 さらに、国際収支の自動調節機能が働きにくくなるということもいえる。アメリカが貿易赤

字を抱え、固定相場制が崩壊した歴史を考えると、固定相場制に回帰するのは難しい。 

 

 ４つの円高を止める方法を考えてきたが、どれも有効で適切な対策とはいえないことがわか

った。ここで私たちは円高による企業の収益悪化の問題を、円高を止めるのではなく、為替リ

スクを軽減する仕組みを作ることで解決することで円高に強くするという方法を提案する。 

 

第2節 円高に強くする方法 
 

 ここでは為替リスクを軽減する方法について考察する。今回提案する為替リスクを軽減する

方法とは、外貨建てでおこなわれている日本からの輸出を円建てにかえるという方法である。 

 円建てで輸出をおこなえば、取引の際に得る代金が円なので外貨から円に交換する必要がな

く、為替リスクはなくなる。短期の取引、つまり一回の取引を考えれば、為替の影響は全くな

くなる。円高によって企業の収益が圧迫されている現状を考慮すると、これは大きなメリット

である。また長期的な取引においては、大きな為替変動があった場合は価格の変更がされるこ

とも考えられるので、為替の影響が完全になくなるとはいえないが、この変更は為替の変動よ

りも小さいと考えられる。 

 ここで価格の決定に関して考えてみる。例えば１ドル＝100 円の為替レートの下で日本から

アメリカに１ドルで売られている商品があったとしよう。為替レートが 1 ドル＝200 円になっ

た場合、アメリカ側が支払うのは１ドルと変わらず、日本側が得るのは 200 円となり、どちら

も損しない。反対に為替レートが 1ドル＝50円に変動した場合、アメリカ側が支払うのは１ド

ルのままだが、日本側が受け取るのは 50 円になってしまい、日本側に損がでる。ここで日本

側はアメリカ側に値上げを希望する。日本側は２ドルまであげたいと考えて交渉するが、すで

に価格は１ドルと決められているため、どれだけ値上げできるかはアメリカ側がどれだけ受け

入れてくれるかによる。つまり値上げの際の価格の決定権はアメリカ側が持ち、日本側は交渉

力を必要とするのである。このことから自国通貨建てで取引をおこなえば価格の決定権を握

れ、価格の交渉が有利になるといえる。これは自国通貨建てで取引をおこなう大きなメリット

である。 

 

 

 では、円建てで取引している場合と外貨建てで取引している場合とでは、本当に外貨建ての

方が為替の変動を価格に転嫁しにくいのか、輸出における円建て比率の大きい業種と外貨建て

比率の大きい業種のパス・スルーを比べることで考えてみることにする。 
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 今回、円建て輸出比率の大きい業種を船舶、外貨建て輸出比率の大きい業種を電気機器とす

る。船舶の円建て比率はほぼ 100％、電気機器の外貨建て比率は 80％を超えているため、今回

の考察に使用する業種として適当であるといえる。4 

 私たちの仮説が正しければ、船舶の方が電気機械よりもパス・スルーは大きいはずである。 

 以下が 2000年から 2010年までの円ドル為替レートと船舶• 電気機器の価格変動のデータで

ある。為替レートは毎月の値の平均で、船舶と電気機器の価格は 2005 年を基準とした指数で

ある。 

表 6 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

為替レート 107.74 121.52 125.28 115.92 108.16 114.29 113.82 117.77 103.33 93.53 87.77 

船舶価格 121.28 119.26 124.67 112.73 106.41 100 117.47 134.16 147.27 151.94 158.4 

電気価格 89.96 96.64 92.21 91.93 92.79 100 102.8 101.32 93.63 87.08 83.84 

 

 ここで前年と比べて何％の変化があったかを計算すると以下のようになる。それぞれ為替レ

ートは円高にふれた場合、船舶と電気機器の価格は値上がりしたときに正の値をとるものとす

る。 

表 7 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

為替レート -12.79 -3.09 7.47 6.69 -5.67 0.42 -3.47 12.26 9.48 6.16 

船舶価格 -1.66 4.54 -9.58 -5.61 -6.02 17.47 14.21 9.77 3.17 4.25 

電気価格 -21.46 8.35 8.15 10.76 -6.06 7.47 6.98 -1.89 -24.64 21.99 

 

 2000 年から 2010 年までの為替の変動を平均すると、1.746％円高が進んだことが分かっ

た。一方、船舶の価格は 3.054％上昇し、電気機器の価格は 0.965％上昇したことが分かった。

つまり、船舶は円高になった以上に価格を上げることに成功し円高の悪影響を受けていない

が、電気機器は円高になった分よりも価格を上げることができず円高の悪影響を受けていると

いうことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここで為替変動と船舶• 電気機器の価格の相関係数をみてみる。比較を分かりやすくするた

めに円建て比率 100％の船舶の価格指数を外貨にかえて考える。すると今回使用する指数は以

下のようになる5。 

表 8 

     2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

為替レート 107.74 121.52 125.28 115.92 108.16 114.30 113.82 117.77 103.33 93.53 87.77 

                                                      
4 日本銀行調査統計局 
5 財務省貿易統計 
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船舶外貨 112.57 98.14 99.51 97.25 98.38 87.49 103.21 113.92 142.52 162.45 180.47 

電気価格 89.96 96.64 92.21 91.93 92.79 100 102.8 101.32 93.63 87.08 83.84 

前年と比べたときの変化率は以下の通りである。 

表 9 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

為替レート -12.79 -3.09 7.47 6.69 -5.67 0.42 -3.47 12.26 9.48 6.16 

船舶価格 -12.82 1.40 -2.28 1.17 -11.07 17.96 10.38 25.11 13.98 11.09 

電気価格 -21.46 8.35 8.15 10.76 -6.06 7.47 6.98 -1.89 -24.64 21.99 

 

 それぞれ相関係数を算出すると、為替レートと船舶の価格に関しては 0.68、為替レートと電

気機器の価格に関しては 0.24という結果が得られた。つまり、円建て輸出の比率が高い船舶は

為替の変動を価格に 68％転嫁できているのに対し、電気機器は 24％しか価格に• 転嫁できて

いない。このことから外貨建てでの取引の方が為替変動の影響を大きく受けてしまうというこ

とがいえる。 

 

第３節 方策分析をへて 
 

この方策分析により、円高を止めるのではなく、円高に強くする方がよく、その為の方策とし

て円建て輸出が最善であるということが示された。 

 ここで円建て輸出の促進という具体的な方策を提示できたことで浮上する新たな疑問とし

て、今まで円建てではなかった輸出を円建てにするにあたって、障害はないのか。などといっ

た円建て輸出の促進に決まった方策に対するさらなる疑問が考えられる。これらを解消する為

の方法を考え分析することで、より現実的な政策提言へと近づけていく。 

 

 次は円建て輸出を促進するにあたっての障害について考えていく。 

 円建てでなかった輸出を円建てにするための障害とは、円建てでなかった場合に輸出相手国

が享受しているメリットと同義である。そのメリットは、ドル決済の場合と相手国の通貨決済

の場合とで大きく 2つに分けられる。 

 ドル決済の場合の利点はドルの通貨流動性である。ドルは現在国際的に最も利用されている

通貨であり、それにより通貨流動性、言いかえれば通貨の使いやすさが数ある通貨の中で一番

である。ドルで代金を受け取っておけばまた次の貿易に際してもすぐ使える可能性が高く、そ

れゆえ払う方も受け取る方もドル決済となりやすい傾向にあると言える。 

 

 相手国の通貨決済の場合の利点は為替リスクの排除である。自国通貨ではない通貨で支払い

を受けた場合(もちろんアメリカ以外の国がドルで受け取った場合も含む)、その収益の一部

分、または殆どを企業は自国通貨へと替える。社員への給料や税金の支払いに代表される企業

の国内での支出は自国通貨でなければならないからだ。その通貨交換に際して、為替リスクと

いうものが発生する。為替リスクとは、外国為替レートが変動することによる差益や差

損をこうむるリスクである。 

 つまり、日本企業が支払いでドルを受け取った時には 1 ドル 100 円だったの

に、替える時には 1ドル 110円になっているかもしれないし 90円になっているか

もしれない。その変動が円安に振れていれば得をするし、円高に振れていれば損

をする。その動きを請け負うリスクが為替リスクという訳だ。 
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 決済が自国通貨で行われる場合、その支払いを替える必要は無いのだから為替

リスクは一切取らなくてよい。 

 

 これらのメリットを超えてでも円建てでの輸出を相手国に承認してもらうため

には、このメリットを超えてでも円建てにするメリットの提示が必要であるのは

明らかである。その為に提示するメリットの算出をこの後の分析で行い、よりよ

い政策提言へと繋げる。 
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第3章 分析 

第1節 導入と概観 
 

まずこの章で頻繁に出てくる言葉を定義し、また短い言葉へ省略することで読みやすいもの

としたい。特に断りがない限り、下記のそれぞれの語は下記の通りの意味ということにする。 

 日本の輸出企業……日本国で生産し、現状として製品の外国への輸出を「日本から見

た外貨建て」で行っている輸出企業 

 相手国の輸入企業……日本企業から現状として製品の輸入を「日本から見た外貨建

て」で行っている輸入企業 

 

現状分析・問題意識の部分で、輸出企業にとって為替リスクを軽減するためには円建て輸出

へ切り替えることが望ましいと結論付けられた。一方、現状の外貨建てで相手国が得ている短

期的・長期的メリットが確かに存在するので、それらのメリットを超えるようなメリットを外

貨建てから円建てに変えるにあたって相手国の輸入企業に与えなくてはならないことが導かれ

た。私たちは今回、相手国の輸入企業へ与えるメリットを、日本の輸出企業が得るメリットの

中から与えたいと考えた。難しいところは、日本の輸出企業が得るメリットの全てを与えてな

いようにしながら、相手に十分なインセンティブを与えることであり、その線引きには心理

学・行動経済学の助けを借りた。 

 
この章では、日本の輸出企業が得うるメリットのうち、相手国の輸入企業にどのくらいのメ

リットを「円建て貿易」を受け入れるインセンティブとして与えるのが適切と考えられるのか

を分析し算出した。この章は２部構成になっている。第１部はまず、日本の輸出企業が得る利

益を推定し、第２部では、第１部で得た利益の内どのくらいを相手国の輸入企業にインセンテ

ィブとして与えるかを推定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2節 利益の数量化 
 

この節では、「円建て貿易」で日本の輸出企業が得ることのできる利益の数量化を試みる。

問題意識・現状分析でも示したように、円建て輸出であれば一回の貿易での為替リスクは回避
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できることとなる。つまり、円建て輸出であれば、円高によって、契約に基づいて受け取った

外貨の価値が落ちてしまうということはなくなるわけである。結局、あくまで短期的ではある

が、為替リスクを回避できることで得られるメリットが、円建て輸出にすることの日本側のメ

リットである。言い換えれば、為替リスクをヘッジするために支払う費用こそがそのまま円建

て輸出にした際のメリットとして定量化されるのである。 

 

為替リスクをヘッジする方法は様々あると思われるが、今回は「通貨オプション」に注目

し、円コール・外貨（ドル・ユーロ）プットのヨーロピアンオプション6価値を計算した。通貨

オプションとは、あらかじめ権利行使日と行使レートを定めておき、その権利行使日にその行

使レートで外国為替取引を行うことができる権利のことである。今回は、現状と同じ為替レー

トで１年後に外貨で円貨を買うオプションを考えた。こうすることで、為替リスクは完全に消

すことが出来る。さらに外貨の種類としては、ドルとユーロについて計算を行った。なぜな

ら、ドルとユーロが、円以外の 2011 年上半期の輸出決済通貨は、ドルが 47.4％、 ユーロが

６.5％となり、ドルとユーロがほとんどを占めているからである。7 

 

 今回使用するヨーロピアン通貨オプションの計算には、Black-Scholes-Merton モデル

（1973）を改良したGarman-Kohlhagenのモデル（1983）を使用した。（以下BSMモデルという）

具体的な式と変数は以下に示す。 

 

 

P＝e−RfτS N x + σ τ − 1 − e−Rd K N x − 1  

       x=

ln 
S

K
 +(Rd−Rf−

σ2

2
)τ

σ τ
 

 

 

 Ｐ：ヨーロピアンプットオプションの価格 

 Ｓ：直物為替レート（円建て）  

 Ｋ：行使価格（円建て）  

 τ：残存期間（年換算）     

 ：外国通貨の金利       

 ：円の金利  

 σ：直物為替レートの標準偏差（ボラティリティ）   

 Ｎ（）：標準正規分布の累積密度関数 

 

 

 

 

                                                      
6 ヨーロピアンオプションとは、期間が１年後と決められた場合、行使する権利を持つのは、その１年後
の日でしかないというオプションである。一方、対照的なものにアメリカンオプションがあり、こちら
は期間が１年後と決められた場合、その１年間の好きな時に権利を行使してよいというオプションがあ
る。 

7 財務省 貿易取引通貨別比率 
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なお、式を見ても分かるように一般に通貨オプションの価格を計算するには、想定元本（交

換する金額）、行使価格（将来交換したい為替レート）、直物価格（現在の為替レート）、行

使期間、各通貨の金利、通貨間のボラティリティが必要となる。それらの詳細は以下に示すこ

ととする。 

 

 

種類 円コール・ドルプット 円コール・ユーロプット 

想定元本（外貨建て） ＄１００００ € １００００ 

想定元本（円建て） ￥７６７２００ ￥１０５２４００ 

行使価格 ７６.７２円/ドル １０５.２４ユーロ/円 

直物価格 ７６.７２円/ドル １０５.２４ユーロ/円 

期間（年換算） １年 １年 

金利（外貨） ０．２５％（FRB） １．２５％（ECB） 

金利（円） ０．１％（日銀） ０．１％（日銀） 

ボラティリティ（％） 9.578% 9.894% 
行使形態 ヨーロピアン型 ヨーロピアン型 

 

結果を出す前に、各変数の決め方について説明する。 

「想定元本と求める結果」 

今回の分析では、想定元本ははっきりしておらず、オプション価格を具体的な金額で算出す

ることは難しい。そこで、想定元本に対してどのくらいの割合の金額がオプション価格として

必要になるのかというパーセンテージを算出した。例えば、＄１００００に対して＄２３０の

オプション価格が算出されれば２．３％ということとなる。 

 

「行使価格と直物価格」 

これらの為替レートは日本銀行の月次レートを使用した。２０１１年１０月の為替レートを

採用している。 

 

「期間」 

この設定が難しかったが、今回は簡単化のため１年と置いている。実際は契約の期間に基づ

き、柔軟に設定されるものと考えている。 

 

「金利」 

 この式の BSM モデルを使用する条件として、設定する金利の安全性と安定性が求められ

る。現実にそれらの条件に完全にマッチするものはないが、これらの条件を比較的満たし、比

較がしやすい政策金利を使用した。 

 

「直物レートの標準偏差（ボラティリティ）」 

 対ドルでは、過去３０年の円ドルレートの月次レートを用いて計算した。対ユーロでは、取

引が開始された１９９９年１月以降の円ユーロレートの月次レートを用いて計算した。使用し

たデータは２０１１年１０月までのデータである。出典は日本銀行。円ユーロレートはクロス

レートを用いた。 

 

 

 

円コール・ドルプットについては３．７７７％、円コール・ユーロプットについては４．４

１１％という結果が得られた。 

 この値こそが、外貨建て企業が完璧な為替ヘッジにかかる費用であり、円建てにすることで

必要なくなる費用となり、円建て輸出のメリットということが出来る。 
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第３節 利益供与の割合 

 
次に、第一部で相手国の輸入企業に算出したパーセンテージの内どのくらい供与すれば良い

かという点を分析する。外貨建てから円建てに変えることは、相手国の輸入企業に為替リスク

を完全に移転させることとなる。よって、全く利益供与なしではとても円建て貿易に首を縦に

振ってくれるとは考えられない。そこで、日本の輸出企業の得たメリットのどのくらいを供与

したら円建て貿易に同意してくれるようになるのかを今回は心理学・行動経済学の考えを応用

して算出を試みた。具体的には、Kahneman とTversky が１９９２年に提唱した「プロスペクト

理論」に準拠して考えた。彼らの研究では、人間の効用関数は以下のようになっているようで

ある。 

 
 

v x =  
−2.25(−x)0.88  ，𝑥 < 0

x0.88   ，𝑥 ≥ 0
  

 
 

Vは効用、Xは利得や損失の絶対額を表す。 

図示するとこのようなイメージになり、損失を大きく評価している事が分かる。 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この理論は、個人の効用に関するものであ

るが、相手国の輸入企業の企業にも当てはまるとすれば、損失を利得の 2.25倍に評価すること

になり、損失と利益の絶対額の割合が 1:2.25 ならば効用は下がらない。ここで、為替市場は効

率的であり今後円高・円安に振れる確率は同等である。なぜなら、もし市場参加者の多くが、

これ以上円高にふれると考えるならば、多くの人が円を買っていくため、実際に円高に振れた

レートになってしまうはずだからである。円安についても同等である。そのため、円建てに変

えることによる損失、つまり日本の輸出企業が得る利益の７割を還元すれば、相手国の企業に

とって（期待）損失と（期待）利益の割合は 3:7 となり、効用は下がらず円建てでの取引を受

け入れてもらえると考える。 

 結果として相手国の輸入企業への利益供与は、 

 対ドルでは 2.62％、 

 対ユーロでは 3.05％ 

ということになった。 

                                                      
8 http://mytucklife.exblog.jpより出典 

http://mytucklife.exblog.jp/
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 この分析によって、日本企業は通貨オプションを買うよりも安く短期的な為替リスクを完全

にヘッジ出来ることが分かった。また、現状分析・問題意識の部分でも検証したが、円建て輸

出には今回の分析で考慮した短期的な為替リスクを背負わなくて済むようになるというメリッ

トの他に、長期的な貿易関係の中で、円高時の価格交渉にもプラスの影響を与えるので、日本

企業が円建て輸出で得るメリットはより大きなものであるだろう。 

 最後に、今回はヨーロピアンオプションとプロスペクト理論を用いてパーセンテージを算出

したが、相手国の輸入企業にどのくらいの金額を与えるべきかという分析は、他にも様々方法

はあると思われる。私たちがこの分析で言いたいのは、必ずしもこの分析手法がベストである

ということではなく、このように考えたらその企業の経営理念やリスク選好度合いにもよる

が、日本の輸入企業も相手国の輸入企業双方が満足した形で円建て貿易を推進していけるので

はないかという一例をあげ、円建て輸出の可能性を感じてもらいたかったからである。 
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第4章 政策提言 

第1節 円建て輸出促進基金 
 

 

分析によって、日本の輸出企業が為替リスクを回避できることによる利益の約７割

を相手国に付与すれば相手国も日本企業の円建て輸出を受け入れてくれる可能性が高

まり、日本の輸出企業にとっても、それによってオプションを買うよりも安く為替リ

スクのヘッジを出来るようになることが分かった。次にこの部分では、具体的にどの

ようにしてこの円建て輸出を実現できるのかを検討していく。 

 結論として、この章では、私たちの政策提言となる『円建て輸出促進基金』と、そ

のスキームを説明する。相手国の輸入企業へ円建てでの貿易融資を行いつつ、上記で

導かれた利益供与を図っていくことになる。円の資金源については、外貨準備に目を

つけ、その画期的な運用方法を提案した。 

 

相手国の輸入企業に、円建て輸出を受け入れてもらうインセンティブとして、利益

を付与する上で注意すべきポイントは２点あり、１点目は輸入の支払いに使う円資金

を相手国の輸入企業がいかに調達するかである。２点目は、いかに相手国の輸入企業

へインセンティブとしての利益を提供するかである。１点目の円資金の調達について

は、結論として日本側が、今ある円を相手国に融通することが望ましいと考える。な

ぜなら、相手国が所有する外貨を円貨に替えたり、市場で円を借りてしまうと、円の

需要の高まりから円高を誘発してしまい、日本の輸出企業にとって望ましくないから

である。また一方で、財務省の「円の国際化推進研究会」によるとそもそも海外企業

への円建て融資が進んでいないのが実情であることが問題として指摘されている。つ

まり、円建て輸出を促進するためには、円資金を拠出し貸し出す仕組みが必要になっ

てくることが分かる。 

しかし、もちろん日本側に円資金を準備できるのかという資金源の問題も浮上して

くる。 

２点目の利益供与の方法については、円建て融資という形態であれば融資を受けて

輸入を行った相手国の輸入企業が、その負債の返済時にその利益供与される分だけ差

し引いて返済するという方法が望ましい。例えば、円建て輸入のために100万円を金利

1％で借りていて利益供与が3％であった相手国の輸入企業の場合は、実際の返済時に

は－2％の金利がついたような形で98万円の返済額となるという方針である。 

これらのことを踏まえて私たちは『円建て輸出促進基金』と名付けた政府系基金の

設立を提言する。形態としては独立行政法人として公共性を持たせる。 
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詳しい内容は以下に図を使いながら説明していく。非常に煩雑なスキームとなって

しまっているため、まず最初に図１で全体像を示し、その全体像をA、Bという２つに

切ってそれぞれを図２、３として詳しく解説していく。 

 実際にスキーム図を見ていく前に、１つ注意をしておきたい点がある。分析でも触

れたことではあるが、私たちはこの『円建て輸出促進基金』を用いて強制的に現在外

貨建てをしている日本の輸出企業に円建てへの転換を促すものではないし、輸入業者

という外国の法人がいると考えた場合、決して強制できるものではないだろう。あく

までもこの基金を使いたい企業のみが使用すれば良い。 

まずこれが、今回私たちが考える『円建て輸出促進基金』の簡略化したスキーム図

の全体像である。 

 

図１  

 
実際の流れは以下の通りである。 

ステップ１ 

日本の輸出企業側と相手国の輸入企業で円建て貿易契約を結び、円建て輸出促進基

金に円借款を希望する。 

 

ステップ２ 

希望額に見合った額を、日銀が外貨準備を担保として円資金を供給し円建て輸出促

進基金に渡される。 

 

ステップ３ 

相手国の輸入企業は借りた円で日本輸出企業と円建てで貿易を行う。 

 

ステップ４ 

相手国の輸入企業は円建て輸出促進基金へ円資金を返す。この際に利益供与の分は

控除された金額を返すが、この企業が外貨を円貨に替えることで為替リスクを背負う

こととなる。 

 

ステップ５ 

円建て輸出促進基金へ返ってきた円資金は元本割れを起こしているので、その補填

をそのスキームを用いた日本の輸出企業が行う。 

 

 

A B 
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ステップ６ 

日本の輸出企業に補填された円資金は、一旦日本銀行に戻されるが、再び貸し付け

に回されていく。 

 ここから、より分かりやすく、詳しく説明するために、日本の輸出企業と基金の側面

（図２の A）と、相手国の輸入企業と基金の側面（図２の B）に分けて説明していく。 

最初に、日本の輸出企業と円建て輸出促進基金の側面（図２の A）から説明してい

く。ここでは主に懸念事項となっている資金源がどうあるべきかを、必要額の大きさ

と補填の妥当性から考察していく。 

円建て輸出促進基金に円資金をどのように拠出するべきかを考えるにあたっては以

下の２点に注意しなければならない。 

① 巨額であること。 

日本の輸出額は約 67兆円9であり、1％外貨建てから円建てに変えるだけでも 6700

億円かかり、そう簡単には拠出できない額である。 

② 元本割れの補填問題 

相手側への利益供与を「返済時の差し引き」で想定しているため、元本を割って資

金提供者へ返されることが想定される。その言わばマイナス部分を誰が補うのかと

いう問題が生じる。 

 
 

第2節 資金源 
 

 

考えられる資金源とその理由についてかんがえる。 

●外貨準備 

現在日本が外国為替特別会計に約９７兆円の外貨資産10があり、資金の大きさ的には

問題がない。一方で、問題点は２点ある。１点目は、もちろん持っている資産は外貨

建てであり、このスキームで用いる円貨に変えてしまうと円高になってしまう点であ

る。これではさらに輸出企業を苦しめることになりかねない。２点目は、元本割れを

補填するのは難しいという点である。 

●輸出企業の内部留保 

このスキームで恩恵を受けるのは輸出企業であるため、上記の元本割れの補填につ

いては問題がなく、政府系基金からの返済時に割り引かれた形で還ってくることに抵

抗はないものと考えられる。しかし、この内部留保にも２点問題がある。１点目は、

巨額になりうる拠出資金を本当に準備できるのか、また使用できるのかという点であ

る。さらに、２点目は内部留保が外貨であった場合は円貨にする際、円高を招いてし

まう点である。 

 

以上の議論を踏まえた結論として、「外貨準備を使った日銀による拠出でに円資金

を蓄え、発生した元本割れの損失は使用した輸出企業が補填して政府系基金に支払

う」仕組みが望ましいと考える。以下で詳しく説明していく。 

                                                      
9 財務省 貿易統計より平成 22年度実績 
10 財務省 外貨準備等の状況より、平成 23年 10月末 
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まずは、「外貨準備を使った日銀による円資金の拠出」を説明する。端的にいえ

ば、「外貨準備を信用の担保として日銀が新たな円を発行する」ということである。

この枠組みであれば、資金の大きさという問題は解決できる。次に、なぜ外貨準備を

担保として円を新規に発行しなければならないのか、言い換えれば、なぜただ円を日

銀が拠出するだけではいけないのかということを説明する。 

貨幣の価値はその国の相対的信用とマネーストックの量で決まる。極端な例をあげ

れば、仮に日本の相対的信用を 100 として、マネーストックを 100 円としたら、１円

当たりの信用（価値）は１ということになる。ここで、もしマネーストックだけを

110 にしたら、１円当たりの信用（価値）は約 0.9 ということになってしまい、貨幣

価値の下落をもたらす。これはいわゆる貨幣インフレと言われる状況になっているこ

とを意味する。もちろん、マイルドなインフレなら問題は無いが、このようなマネー

ストックの増加によるインフレは急激な物価上昇をもたらすハイパーインフレに至る

ことが多く、注意が必要である。このインフレを防ぐためには、信用力をあげつつマ

ネーストックを増やせば良いのである。そこで、新規に円を供給する際に裏付けとし

て外貨準備として存在する外貨資産を担保にし、信用力を上げ、１円あたりの価値を

維持しようと考えたのである。 

 

第3節  具体的な資金の流れ 
ここからは、図を使用しながら Aの側を順序立てて説明していく。 

日本側から見た資金の流れと資金源 

図２ 
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ステップ１ 

日本の輸出企業と、相手国の輸入企業がこのスキームを用いた円建て貿易に合意

し、必要となる額を円建て輸出促進基金に申請し、円建て輸出促進基金は日本銀行に

円資金の供給を申請する。 

 

ステップ２ 

日本銀行が、要請された額を、外貨準備を担保にした円の新たな発行により準備

し、基金に貸し付ける。 

 

ステップ３ 

円建て輸出促進基金が外国の輸入企業へ貸し付ける。また、一定期間後に貸し付け

た円の返済が行われる。この時、相手国の輸出企業は前半部で説明した利益供与が行

われ、その額に相当した分返済額が割り引かれて返ってくる。 

 

ステップ４ 

ステップ３での返済時で差し引かれてしまったために損なわれた分を、使用した輸

出企業が補填をする。前半の分析で見たとおり、この時に支払う額は通貨オプション

を買った時よりは安くなる。 

 

ステップ５ 

ステップ３での返済額と、ステップ４での補填によって日本銀行としては全く名目

的には損をすることなく資金が戻ってくる事となる。以後、この資金は再び円建て輸

出促進基金に供給されていく。 

 

もちろん、相手国の輸入企業の信用リスクに対応した金利は円建て輸出促進基金が

付けることを想定している。 
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 次に、相手国の輸入企業とファンドの側面（図２の A）を説明していく。 

こちら側で確認したいのは、為替リスクをいつ相手国の輸出企業が背負うかという点

である。図を用いて説明していく。 

 

外国側で見た資金の循環と為替リスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 矢印は円の流れ 

 

 

 

                 

 

 

  

 

 
ステップ１ 

円建て輸出促進基金がこのスキームに乗ってくれた相手国の輸入企業へ円建て融資

を行う。 

 

ステップ２ 

円建て融資を受け取った相手国の輸入企業は、日本の輸出企業と円建てで取引を行

う。つまり、円で日本の輸出企業の商品を購入するのである。ここで、日本の輸出企

業へ円資金が全て渡るようになる。 

 

ステップ３ 

相手国の輸入企業が、その日本から受け取った商品を売って得た外貨を円貨に変え

て基金に返金する。この返金額は利益供与によって割り引かれている。この過程で為

替リスクはこのスキームに乗った相手国の輸入企業が背負うことになる。 

 

 以上のスキームによって、日本全体で輸出における円建て比率が向上し、短期的に

は為替リスクを回避し、かつ長期的には価格交渉力で有利に立てるようになっていく

ことを期待する。 

 さらに、私たちは為替レート変動の結果として出た損益を事後的に取引する差金決

済ではなく、実際に円を還流させたいと考えている。そうすることで、円の国際的プ

レゼンスを高め、円の国際化へつなげていけるのではないかと考えるからである。こ

のことを次に描く未来像として説明していく。 
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第5章 描く未来像 

 

 上記の政策提言を施行することによって輸出企業の安定化が起こる。ここでは

最後に、円建て輸出の促進により起こる輸出企業の安定化より先の流れについて

考えていく。 

 円建て輸出を単に日本企業の為替リスクの排除と考えずに、円の流通量が増加

すると考える。すると、円の通貨流動性がドルのように高まり、円という通貨が

国際的に広がりをみせていくこととなる 。各通貨がどれだけ国際的に広がりを見

せているかとは、その通貨がどれだけ利用されているかであるので、世界各国の

外貨準備における割合で見ることが出来る。 

 この考えをもとに、円の国際化の現状をみてみると、円は割合が一番高かった

1995年でも 6.8%、2009年では 3.0%というように低い割合に終始している。 

 

 

国際通貨基金 
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ここからは推論の域を出ないが、現在最も通貨流動性が高いドルを基盤にして考

えると、国際的に広がりをみせた円はその流動性の高さから円建ての金融商品が

世界で組成されるようになっていくと考えられる。すると、円を持つ個人が世界

で組成された海外の高金利の金融商品へ為替リスクなしに投資できるようにな

り、日本に現状としてある低い配当・利子所得の改善が図られる。 

 他にも、円建て外債の可能性が高まったりと多々のメリットが考えられる。 

 

 円の国際的な広がりには上記のようなメリットがある。その為、現状である円

の国際的な広がりの低さが円建て輸出の促進により改善されることは大きなメリ

ットとなることが考えられる。 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

 32  

第6章 先行研究 

 

 財務省 『円の国際化推進研究会』座長とりまとめ（２００３）吉野直行 

 

この『円の国際化推進研究会』は、円の国際化について官・民の有識者・実務者が検討を重

ね、円の国際化のメリットと、円の国際化を実現するために望ましい政策は何かを検討してい

た研究会である。特に「円建て貿易」を促進することを主要命題と位置付けている。なお付録

として、日本の輸出入企業へのアンケートが、輸出先、輸入先の地域別でなされており、円建

て貿易を考える際に非常に参考になった。 

 

 この研究会によると、円建て貿易が推進されることで大きく２点のメリットがある。１点目

は日本の輸出入企業の為替リスクの軽減が期待できる点である。日本の輸出入企業が為替の変

動によって影響を受ける度合いが減尐すれば、日本経済が為替変動の影響を受けにくい経済構

造となり、日本全体にとっても望ましい結果がもたらされるということである。２点目は日本

の金融・資本市場の国際金融センターとしての発達である。円建て取引が活性化すれば、経

験・知識で有利な立場に立つ日本の金融機関が活躍する場が増えるであろうということであ

る。 

 一方で、円建て貿易が伸びない理由として、２点紹介している。１点目はやはりドル建て貿

易の「慣行」が根強いということである。２点目は、現状として円建て貿易金融が発達してお

らず、特にクロスボーダーや海外での円建て与信の推進を図られてきていないことである。そ

して一般に、貿易金融おいては貿易取引の決済通貨と同一の通貨が利用されることが経験的に

多いが、貿易金融の利用可能性は、通貨の取引コストに大きく関わるということを述べてい

る。 

 つまり、円建て貿易を促進するには、現状の基軸通貨であるドルの「慣性」を打ち破りるほ

どに低コストで効率的な円建て貿易金融が提供されれば良いこととなる。 

 その他、この研究会では円の国際化のためにアジアでの債券市場の整備や、新興国の地場金

融機関に円建て融資を行うという案が検討され推奨されていた。 

 

加えて、円建て貿易に関係する企業へのアンケートが行われており、非常に参考になった。 

アンケートの結果としては、一般論として輸出企業のほとんどが、企業経営が為替の変動の

影響を受けないようにすることが望ましく、そのために、貿易取引の円建て化を推進すること

が必要と認識しているとの回答があった。 

 

他方で、上記の２つの一般的な問題点に加えて、大きく３つの障害があることも明らかにさ

れていた。 

（イ）取引先に為替の変動リスクを負担させることになり、営業上不利益を被る。 

（ロ）海外の現地法人に為替管理を委ねず、本社で為替リスクを集中的に管理する方がよい。 

（ハ）外貨建ての輸入取引が存在するため、輸出も外貨建てで行い、為替のマリーを行う。 
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「この研究会とりまとめに対する本稿の位置づけ」 

 
まず、この研究とりまとめによって円建て貿易についての全体像を把握することができ本稿

の基盤になった。次に円建て貿易を推進するためには、低コストで効率的な円建て貿易金融が

必要であることが確認された点が非常に大きい。本稿では、この新たな円建て貿易金融を実現

させる政策を提案していく。また一方で、関係企業へのアンケートで一部、合理的に現在の

「外貨建て貿易」を嗜好している企業もあることが分かった。 
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