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米国系銀行による日本市場再進出
―再進出を不活発なものとした政治経済的要因―

布　田　功　治
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ⅰ）問題関心と課題設定
現在の国際金融の主要なアクターである米国系金融機関とその意向を

踏まえた米国政府は、日本を含むアジアの金融市場の対外的な閉鎖性を
批判し、米国系金融機関がより円滑に営業できるためのさらなる金融自
由化をTPP の議論の俎上に載せている。このことからもうかがえるよ
うに、日本を含むアジア諸国の金融法制は、外資系金融機関に対して地
場金融機関と完全に同等な利便性を与えるものとはなっていない 1）。
そのような金融法制の下で 2014 年 7 月末の在日外国銀行支店（以下、

外銀）の資産残高、貸出残高、預金残高は、国内銀行のそれらと比較し
てそれぞれわずか 4%、1%、1%の値にとどまっている 2）。すなわち、現

1） 外銀に対するアジア各国の金融法制については、平成 18年度金融庁委託研
究の日本貿易振興機構アジア経済研究所（2007）『アジア金融セクターの規制
緩和に関する法制度研究』を参照。

2） 日本銀行ウェブサイトの民間金融機関の資産・負債 FA によると（http://
www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$nme_a000&lstSelection=3、2014
年 9 月 5 日アクセス）、2014 年 7 月末の在日外国銀行支店の資産残高、貸出残高、
預金残高はそれぞれ 38 兆 4,985 億円、5 兆 6,077 億円、7 兆 7,840 億円である。
一方、国内民間銀行のそれらはそれぞれ 931 兆 1,178 億円、449 兆 3,319 億円、
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在の日本の銀行市場における外銀の重要性は極めて低いと言える。ただ
し歴史をふりかえると、その重要性がかなり高い時期もあった。その時
期とは、外銀が初めて日本へ進出した幕末期と外銀が再進出した第 2次
大戦直後の占領期である。
とりわけ後者に関しては、現在につらなる金融法制の確立した時期と

言える。そこで本稿では、現在のように欧米外銀の重要性を低くとどま
らせることとなった起源として、第 2次大戦後の占領期に注目したい。
上記の起源を探ることは、それ自体興味深い論点となるだけでなく、第
2次大戦後にアジア市場から撤退した邦銀が、1980 年代半ば以降に本格
的に再進出を果たし得た背景要因の一端を示すことにもなる。
というのも、占領期後の戦後において、日本のみならずアジア諸国の

銀行市場でも欧米外銀の重要性はおしなべて低く推移してきた。だから
こそ、1985 年のプラザ合意を契機として日本からアジアへの直接投資
ブームが生じた際に、邦銀による本格的なアジア市場再進出の余地が
あったとみなせるからである。
下記では、本稿で分析対象とする時期区分とその理由を明示しておき

たい。第 2次大戦中には敵産管理法施行によって、連合国側であった欧
米外銀は日本市場からの撤退を余儀なくされた。そして終戦後に連合国
総司令官総司令部（以下、SCAP）の管轄下で、欧米外銀は日本市場へ
再進出する。やがて事実上、外銀のみが日本における対外決済業務を担
うようになった。また、日本の銀行市場に深く関与することを目的とし
て、外銀は SCAP に金融法制の規制緩和を陳情することもしばしばで
あった。
これらを踏まえると、占領期は外銀にとって日本の銀行市場での自ら

の重要性を向上させ確固たるものとする好機であった。実際、1940 年
に外銀の預金残高は邦銀のそれの 0.2% であったのに対し、占領期末の
51 年には 14.7% に急上昇している（立脇、2004: 308）3）。
ところが、歴史の事実としてその好機は定着しなかった。詳しくは後

述するように、独立後の 50 － 60 年代を通じて外銀の重要性は、業務内

645兆 8,384億円である。
3） 立脇（2004: 308）は、外銀の対邦銀預金残高割合の急上昇要因として、本
邦外貨準備が外銀預金に含まれていた可能性を指摘している。
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容および市場シェアといった質量両面で総合的には縮小したと判断でき
る。その後、70 年代の米国政府による市場開放要求の外圧や 80 年代の
金融法制の規制緩和という外銀にとっての追い風を得たにもかかわら
ず、現在に至るまで外銀の低い重要性は常態化してきた。とするならば、
外銀の重要性が極端に低い状態にとどまることとなった要因を探るため
には、経路依存性の観点から 60 年代以前を分析対象とすべきであろう。
以上より、本稿では第 2次大戦直後の占領期から 60 年代までを分析

対象とし、その期間にどのような政治経済的要因が組み合わさることで、
日本の銀行市場における外銀の重要性がきわめて低い状態に常態化され
たのかを分析したい。この課題は視点を変えれば、外銀による日本市場
再進出を不活発なものとした政治経済的要因分析であると意義付けるこ
ともできよう。

ⅱ）先行研究サーベイ
占領期を除く戦後の重要性の低さもあいまって、本稿の分析対象とす

る占領期から 60 年代までの外銀について、正面からとりあげた先行研
究は希少である。もし外銀をとりあげたとしても、当時の金融の主な研
究対象は貿易金融政策と一体化した外国為替管理政策であるため 4）、外
国為替管理政策を実施する管轄機関は外銀をどのように活用したかとい
う文脈で間接的にのみ紹介する研究が多い。
そのような研究動向の一方で、本稿の課題に対して有益な示唆を与え

る希少研究として立脇（2002, 2004）、浅井（2005a）がある。以下では、
それらを整理しつつ、本稿の課題設定の分析視角や意義を示す。立脇
（2002, 2004）は、19 世紀後半から 21 世紀初頭に至るまでの外銀の業務
実態や特徴について、膨大な一次資料やインタビューに基づき詳細にま
とめている。管見の限り、外銀の日本市場進出を通史的に読み解く際に
は最も重要な文献であると言える。
立脇の主張に沿えば、外銀は戦後の日本経済発展に以下の 2点で少な

からず貢献した（立脇、2002: 419-420, 2004: 309-310）5）。第一に、占領期

4） 当該期の外国為替管理政策に関する主要な文献としては、伊藤（2009）を参
照。

5） 本文で記述した 2点の他にも、戦後の日本経済発展に貢献したこととして、
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に事実上、外銀のみが対外的な外貨決済業務を担ったことである。第二
に、独立後に資本や外貨が不足するなかでインパクト・ローンという形
で外貨を日本企業に融資したことである。これら 2点を踏まえると、当
時の外銀のコアビジネスは対外決済とインパクト・ローンという外貨関
連業務であることが浮かび上がる。
すると、日本市場へ再進出してしばらくは外貨関連業務によって外銀

は利益を得ていたが、やがてその利益縮小に直面したときにコアビジネ
スの転換を果たせなかったため、日本の銀行市場での自らの重要性を低
くとどまらせる状況に陥ってしまったのではないかという仮説を導け
る。詳しくは本論で述べるように、この仮説の検証を通じて外銀の重要
性が低下した政治経済的要因を示すこととなる。具体的には、金融情勢
の変化によって外貨関連業務の利益が縮小した際に、円貨関連業務に本
格的に参入できなかった背景事情を示す。
ここで、上記の仮説検証における本稿の分析視角を明示しておきたい。
本稿では、外銀の重要性が低下したまま常態化した要因について、その
コアビジネスに関連づけた 2つの側面から示す。第一に外貨関連業務と
いう従来のコアビジネスでの利益が低下した要因を示し、第二に新規の
コアビジネスとなりえたであろう円貨関連業務を本格的に展開できな
かった要因を示す。
まず、従来のコアビジネスである外貨関連業務のうち対外決済につい

て、立脇は 50 年代における本邦為銀の当該業務拡充によって外銀の取
扱高シェアが低下したことを示した（立脇、2002: 198）。また、立脇は、
50 年代以降に外銀がインパクト・ローンも主要な外貨関連業務として
位置付けるようになり、60 年代半ばに本格化したことを指摘した（立脇、
2002: 200,209, 2004: 204）。さらに、60 年代半ばに経常収支悪化にともな
う外貨流入を抑制しようとして、日本政府が外銀のインパクト・ローン
を抑制したため、外銀の外貨関連業務の収益が低下したことも立脇は示

立脇は下記の 3点を指摘する。まず、日本の金融機関の近代化のパイオニアと
して邦銀の研修生や視察団を多数受け入れたことである。次に、日本の銀行市
場の閉鎖性に対する欧米外銀の不満が本国政府を通じて日本に対する市場開放
の外圧を高め、80年代の金融自由化を促進したことである。そして、新規採
用よりも中途採用に依存していたため、日本の労働市場の流動化を促進したこ
とである（立脇、2004: 311）。
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している（立脇、2004: 204）6）。
本稿では、外銀の外貨関連業務の変容と利益低下について上記の立脇

の見解を踏襲し、その見解の適切さをより詳細な財務データで裏付ける。
具体的には、外銀全体の貸借対照表や損益計算書だけでなく、米国系銀
行のそれらも明示する。
次に、新規のコアビジネスとなりえたはずの円貨関連業務を外銀が本

格的に展開できなかった要因は、立脇（2004: 186）や浅井（2005a: 168）
の指摘するように、大蔵省による厳しい支店設立規制にある。外銀は支
店網を拡大できないために円預金を獲得しがたく、それゆえ円貨貸付も
拡大できないという問題に直面した。本稿では、この問題こそが外銀の
日本市場再進出を不活発なものとした主要因であるとみなす。
既述のように本稿の問題関心は、外銀の重要性が極端に低い状態にと

どまることとなった起源を探ることにある。そこで本稿独自の貢献とし
て、外銀の円貨関連業務に対する厳しい参入規制方針の確立に至る経緯
を明らかにしたい。というのも、占領期の外銀の業務拡大をめぐる
SCAP と米国政府の間での質疑応答ならびに SCAP 内部での質疑応答
の電文資料を読み解くと 7）、外銀に対する参入規制方針を大蔵省が構想
し実施したという暗黙の裡の通説的理解に疑義が生じるからである。結
論から先に言えば、大蔵省でも SCAP でもなく実は米国政府が外銀に
対する参入規制方針を構想し、その構想に沿って大蔵省が規制を実施し
たという視点を提示する。
以上のように、本稿では外銀のコアビジネスに関連づけた 2つの側面、
すなわち従来のコアビジネスである外貨関連業務の利益低下と新規のコ
アビジネスとなりえたはずの円貨関連業務の停滞要因に焦点を当てつ
つ、米国系銀行を主とする外銀の日本市場再進出を不活発なものとした
政治経済的要因を示す。

6） 浅井（2005: 167）は、1960年代の米国系銀行が伸び悩んだ理由として、在
日米軍の人員規模縮小や米国政府による 63年の利子平衡税以降の対外投融資
規制が米国系銀行の営業に悪影響を少なからず及ぼしたと指摘している。

7） 日本銀行金融研究所編（1995）『SCAP関係資料（１）』大蔵省印刷局。
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ⅲ）内容構成
１．SCAP管轄下での日本市場再進出では、第 2次大戦中に日本市場

から撤退を余儀なくされた外銀が戦後に SCAP 管轄下で再進出し、占
領中期には外銀のみが対外決済を担うことになった経緯を示す 8）。その
際、邦銀に対して対外決済業務を禁じた米国政府の意図も示す。２．占
領後期から 60 年代までの主要業務変化では、第一に対外決済における
外貨取引に加えてインパクト・ローンもコアビジネスとなった経緯を示
す。第二に金融情勢の変化によって、外貨関連業務の利益が低下したこ
とを示す。その際、外銀全般のみならず米国系銀行の財務データも用い
て論じる。３．国内業務参入規制の方針確立では、第一に円貨関連業務
への参入が不活発なものとなったことを財務データや支店数データで確
認する。第二に円貨関連業務への厳しい参入規制方針が形作られた起源
を明らかにする。おわりにでは、本稿の内容を整理して結びとする。

１．SCAP管轄下での日本市場再進出

ⅰ）外銀への対外決済業務集中
本節では大蔵省銀行局編（1952）および立脇（2002）に依拠しながら、

外銀の撤退および再進出の概要を整理する。第二次大戦前の多くの外銀
は日本当局に対して極めて協力的であり、1938 年 7 月に日本政府が外
貨不足を補うために余裕外貨資金の日銀集中制を実施した際にも、外銀
は自発的に参加するほどだった（立脇、2002: 125-126）。
ところが、41 年 12 月の日本政府による敵産管理令によって、米、英、

蘭の欧米外銀は横浜正金銀行の管理下に置かれ、その営業を停止させら
れた（大蔵省銀行局編、1952: 171-172）。当時、中国をめぐって日本政
府と欧米諸国政府の対立が深まっており、米国政府による同年 7月の在
米日本資産凍結や同年 8月の対日石油輸出禁止に日本政府は反発し、対
抗措置として敵産管理令を公布したのである。

8） 立脇（2002: 134）は、1947年 8月の制限付き民間貿易再開および 49年 12
月の日本政府への外銀管轄権移譲という SCAPによる占領方針の 2大転換に注
目して、①占領初期（1945年 9月－ 47年 8月）、②占領中期（47年 8月－ 49
年 11月）、③占領後期（49年 12月－ 52年 4月）に時期区分している。この
時期区分を本稿でも踏襲する。
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終戦後、SCAPは敵産管理令を廃止しつつも、欧米外銀からの接収資
産を連合国財産として引き続き横浜正金銀行に管理させた（同上 : 
172）9）。このため、外銀は戦前の資産を用いて営業を再開することはで
きなかった。営業再開を可能としたのは、SCAPからの占領軍関係金融
業務の委託だった。
米国系大手のナショナル・シティ銀行は、45 年 10 月に米国政府に対
して東京支店の営業再開を要請し、46 年 3 月に承認された（立脇、
2002: 153）。ただし、その業務範囲は、①合衆国政府公金の保管、②占
領軍構成員からの預金受入れ、③公共または慈善目的の被仕向け送金を
交換した円の受入れ、④合衆国政府機関による民需物質売却代金の預託、
⑤保護預り業務といった占領軍関係の金融業務に限定された（同上 : 
153）。同年 6月にナショナル・シティ銀行は SCAP から営業ライセン
スを発行され、日本で営業を再開した（大蔵省銀行局編、1952: 172）。
とはいえ、占領軍関係の金融業務のみを取り扱っていたため、対外決済
業務については一切関わっていなかった。
この状態を大きく転換させたのは、47 年 8 月の制限付き民間貿易再
開であった。ここでの制限付き民間貿易とは、外国人バイヤーと日本側
業者という民間業者同士で直接商談し、その商談結果に沿って日本政府
の官庁である貿易庁が契約をとりかわす仕組みの貿易を指す（立脇、
2002: 147）。この制限付き民間貿易による輸出入代金の決済手段として、
SCAPはナショナル・シティ銀行にSCAP商業勘定を新たに設定した（伊
藤、2009: 72）。この勘定こそが外銀の日本市場における重要性を一挙に
高めることとなった。
ここで、SCAP商業勘定の概要を示しておきたい。日本から輸出した

場合、その輸出代金として受け取る外貨は SCAP 名義で SCAP 商業勘
定に預け入れられる。日本へ輸入した場合には、その輸入代金の外貨は
外銀の SCAP 商業勘定から支払われる。これら外貨決済は、SCAP の
指示の下で外銀によってなされることとなった。この SCAP 商業勘定
の設定にともない、SCAPはナショナル・シティ銀行以外にも営業ライ
センスを発行し、図表 1の示すようにバンク・オブ・アメリカ銀行や

9） 横浜正金銀行が清算に付せられた後、1946年 7月末からは日銀が欧米外銀
の資産管理人に指定された（立脇、2002: 152）。
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チェース・ナショナル銀行などが営業を再開した（大蔵省銀行局編、
1952: 172）。

（図表１）在日外銀関係主要年表（1948 － 52年）

出所）立脇和夫（2002）『在日外国銀行百年史』日本経済評論社より、筆者作成。
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次に、SCAP商業勘定開設の意義について、外貨取引に関する占領政策
を踏まえて整理しておきたい。45年 9月の米国政府による「降伏後にお
ける米国の初期の対日方針」（SWNCC150、以下、「初期の対日方針」）の
公表により、SCAPの事前承認がない限り一切の対外取引は認められなく
なった（立脇、2002: 135,139）。加えて、同月のSCAP覚書「金融取引の
統制に関する覚書」および「外地銀行ならびに外国銀行及び特別戦時機関
の閉鎖に関する覚書」により、日本政府や邦銀による外貨取引も禁じられ、
外国為替銀行であった横浜正金銀行は清算に付された（同上 : 136）。
そして、邦銀の外国為替勘定は整理勘定に繰り入れられ、SCAPが外

貨を管理運用することとなった（同上 : 136,139）。SCAP 自身が外貨を
管理運用していることから、占領初期には SCAP 自らが日本の対外決
済業務を担ったとみなせる。一方、制限付き民間貿易再開にともない
SCAP商業勘定が外銀に開設されると、占領中期には事実上、外銀に日
本の対外決済業務が集中することとなった（同上 : 147）。

ⅱ）邦銀に対する対外決済業務禁止の背景
制限付き民間貿易再開を契機として、SCAP は外銀に SCAP 商業勘

定を開設することで、事実上の対外決済業務を外銀に担わせた 10）。一方、
SCAP は邦銀に対して対外決済業務を禁じた。その背景事情について、
浅井（1995a, 1995b）に依拠しながら示しておきたい。このことを示す
ためには、占領政策の命令系統において SCAP の直接的な上部組織で
あるとともに実質的なトップとして位置づけられる米国政府（統合参謀
本部）の意図を示す必要がある 11）。
米国政府は当初の占領政策における最重要課題を日本の非軍事化およ

び民主化と位置付けており、45 年 9 月の「初期の対日方針」およびこ
れを SCAPに対する指令の形で表現した同年 11 月の「連合国最高司令
官に対する降伏後における初期の基本的指令」（JCS1380/15、以下、「初

10） 制限付き民間貿易再開の 4ヶ月前の 1948年 4月に SCAP商業勘定が開設さ
れた（伊藤、2009: 31）。

11） 占領政策に関する指令の命令系統は、上部から順に極東委員会、米国政府（統
合参謀本部）、SCAP、日本政府となっていた（浅井、1995a: 2－ 3）。極東委員
会は米国、英国、ソ連、中国など 13か国の連合国で構成され、占領政策につ
いての立法機関であったが行政機関ではなかった（同上 : 3）。
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期の基本的指令」）でも、その旨を記載していた（浅井、1995b: 13）。
SCAPも本国政府同様に日本の戦時中の軍事化の論理について、下記

のようにとらえていた（同上 : 15）。すなわち、財閥が大衆から搾取し
たために、日本経済の内需は低下した。すると、日本経済は輸出という
外需に頼らざるを得なくなった結果、国家が輸出の拡大を強力に支援す
るために軍事化を進めた。
このような見解に立つ米国政府は、占領して間もなく「初期の対日方

針」で日本経済を外需と切り離し、内外関係を遮断した（立脇、2002: 
136）。さらに SCAP は、大衆からの搾取で構築された財閥の生産手段
を大衆に返還しようとして、財閥解体を中心的課題とした。それゆえ、
財閥にとっての金融面での要である財閥系銀行を排除するため、合併金
融機関の分離や大銀行の分割を行おうとした（浅井、1995b: 16）。要す
るに、日本経済を外需から切り離すとともに軍事化の主要因となった財
閥を解体するために、SCAPは財閥系銀行を中心とする邦銀に対して対
外決済業務を一切禁じたと言える。
ただし、米国政府による財閥系銀行の排除方針は、冷戦を背景として

1948 年後半に大きく転換する。次節で示すように、この方針転換が邦
銀に対する対外決済業務の規制緩和につながることになった。

２．占領後期から 60年代までの主要業務変化

ⅰ）財閥系銀行の排除方針の転換
日本の非軍事化と民主化を最重要課題とした「初期の基本指令」を金

科玉条としていた SCAP は、集中排除政策の一環として財閥系銀行の
分割を実施しようとしていた（大蔵省財政史室編、1981: 530）。ところが、
冷戦を背景として 48 年当初から米国政府は、非軍事化と民主化よりも
経済復興と自立を占領政策の優先課題と位置付け、集中排除政策を緩和
する方針へと転換した。
たとえば、同年 3月に米国政府から派遣されたジョンストン訪日使節

団による報告書では、経済復興の促進を目標とした勧告がおこなわれ、
勧告のひとつとして集中排除政策の緩和も提言された（同上 : 519）。同
報告書では、財閥解体の正当性を認めつつも、過度の集中排除法の適用
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は経営者に不安を与えて経済復興に支障をきたすおそれがあるため、合
理的な競争を確保するのに必要な最小限度の企業再編成をおこなうべき
と述べられていた（同上 : 519）。
この米国本国政府の意向を踏まえたSCAPのマーカット経済科学局長
は、集中排除の緩和に反対するSCAPのウェルシュ反トラスト・カルテ
ル課長と激論を交わした。非軍事化と民主化を最優先課題とした「初期の
基本指令」に固執して企業の分割を主張するウェルシュに対して、マー
カットは、米国政府にとっての占領政策の最優先課題が日本の経済復興に
重点を移す方向に変化したのだから、企業再編成についての考え方も変え
るべきであると説いた（同上 : 520）。議論後にマーカットはウェルシュに
対して、銀行の企業再編成はおこなわないことを指示した（同上 : 521）。
その後、マーカットは陸軍省によって組織された集中排除審査委員会

に対して、五大銀行（安田、帝国、三菱、三和、住友）の分割の当否に
関する見解を求めてもいる（同上 : 527）。すると、当該委員会は、①各
銀行に対する財閥的支配が既に排除されていること、②独占禁止法が制
定されていること、③五大銀行の分割によって、公衆の信用を失ったり
経済復興のための大口資金需要に応えられなくなったりする可能性の 3
点を指摘し、五大銀行の分割に反対した（同上 : 528）。このように、米
国政府による占領政策の方針転換を確実に確認した上で、SCAPは財閥
系銀行の排除を中止したのだった。
なお、米国政府による占領政策の方針転換自体は、48年 10月 7日の「米

国の対日政策についての勧告」（NSC13/2）で確定された（浅井、
1995a: 5,13、伊藤、2009: 83-84）。この勧告では、輸出水準の維持を含む
経済復興、SCAPの縮小と日本政府への権限移譲などに関する政策を実
施に移すように規定していた（伊藤、2009: 83）。次項で示すように、上
記の勧告に沿って展開された諸々の政策によって、財閥系銀行を中心と
する邦銀も対外決済業務に関わることになった。

ⅱ） 外貨取引への邦銀参加
1948 年 12 月になると、「米国の対日政策についての勧告」に沿った「経

済安定 9原則」が、極東委員会の「中間指令」（FEC－ 329、陸軍省訓
電W81058）という形式で SCAPに伝達された（伊藤、2009: 84-85）。「経
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済安定 9原則」では単一為替レート設定期限を 3か月以内と定めていた
ことから、翌月の 49 年 1 月には米国政府派遣のドッジ調査団が来日し、
日本経済の復興と自立化を達成すべく、単一為替レート設定による市場
メカニズムの回復ならびに輸出拡大に関する具体的な政策を次々と立案
した（同上 : 85）。その後、日本の関係省庁、SCAP、米国政府による様々
な議論を経て、同年 4月に為替レートは 1ドル 360 円と決定され、この
為替レートのまま 71 年まで推移することとなった（同上 : 102）12）。
上記の固定レート制を維持するために問題となったのが、「経済安定
9原則」の第 6項で指示されていた為替管理および外貨管理の日本移管
であった（同上 : 103）。為替管理に関して、SCAPは従来慣行の根本的
な改編を志向し、1949 年 3 月の外国為替管理委員会令公布によって一
元的な外国為替管理機関として外国為替委員会（以下、外為委員会）を
発足させた（同上 : 105）。
一方、外貨管理に関して、SCAPは同年 9月に日本政府に対して、外

為委員会へ外貨管理を移管する計画を通告した。そこで、日本政府はま
ず 10月に「外国為替銀行の臨時措置等に関する政令」を公布し、財閥系
銀行を含む都市銀行 11行を外国為替銀行（以下、為銀）として認可した
（立脇、2002: 168）。次に 11月に「外貨資金の集中に関する省令」を公布し、
外為委員会のみを取引相手に限定しつつも、為銀に対して外貨取引を担
わせることとなった（同上 : 162, 168-169、伊藤、2009: 110-111）13）。
ここに至って、本邦為銀もようやく対外決済のための外貨取引を再開

できることとなり、外銀の潜在的な競争相手となった。ただし、この時
点での邦銀は外銀への取次ぎ役にすぎず実際の競争相手として台頭する
のは、1950 年代末のことである。次項では、再び外銀に焦点を当て、
邦銀の台頭を受けて対外決済のみならずインパクト・ローンへも業務を
拡大した経緯について、1950 年代から 60 年代までの財務データを参照
しながら示す。

12） 1ドル 360円の単一為替レート設定に関する詳細な決定過程については、伊
藤（2009）を参照。

13） 「民間輸出業者が輸出によって獲得した外貨資金はすべて外国為替管理委員
会に売却し、また輸入のために必要とする外貨資金はすべて同委員会より買い
入れるいわゆる外貨資金の全面集中方式がとられることになった」（伊藤、
2009: 110）。
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ⅲ）外銀の主要業務変化
1950 年代から 60 年代までの外銀全体の財務データは米国系銀行のそ

れと類似した傾向を持つ。たとえば図表2aと2bの純損益に注目すると、
各年において米国系銀行が圧倒的に高いシェアを占めている。それゆえ、
外銀の主要業務の変化を論じる際には、米国系銀行の変化を想定する。
図表 2a の示すように、50 年代半ばまでの外銀全体の主な収益源は、
貸出金利息と受入雑利息および受入手数料であった。当時の貸出金利息
は在日外国商社向けの輸出前貸しや輸入決済資金貸しによる利息収入で
あり（大蔵省銀行局編、1953: 247）、受入雑利息は輸出入手形買い取り
に伴う利息収入であり（同上、1961: 162）、受入手数料は L/C 関係の支
払承諾手数料収入であった（同上、1953: 247）。つまり、50 年代半ばま
での外銀の主要業務はいずれも貿易金融に関する外貨関連業務であっ
た。
50 年代末になると、外銀は貿易金融以外にも業務分野を拡大してい

く。この契機となったのは、57 年の金融引締政策である。当時、輸入
急増に伴い国際収支が悪化していたことから、その対策として日本政府
は金融引締政策を 57 年に実施した（同上、1958: 156）。金融引締によっ
て景気が縮小して輸入も減少したため、とりわけ輸入金融にウェイトを
置く米国系銀行に悪影響を与えた（同上、1959: 170）。
すると、米国系銀行は船舶会社に対してタンカー建造用の外貨貸し付

けを増加するなど、貿易金融以外にインパクト・ローンへも主要業務を
拡大した（同上、1959:170、1960: 190、立脇、2004: 208）。このことは、
図表 2a と 2b の貸出金利息および図表 3a と 3b の貸付金の 60 年代半ば
までの急増から確認できる。さらに貸出金利息を図表 2a と 2b の受入
雑利息や受入手数料と比較すると、船舶会社、石油会社、鉄鋼会社など
に対するインパクト・ローンによる貸出金利息は、1960 年代半ばごろ
には米国系銀行の最も重要な収益源となったと言えよう 14）。また、同時

14） 外銀全体としてはコール・ローンも増加しているとはいえ、コール・ローン
を主要業務としたのはヨーロッパ系銀行やアジア系銀行であり（大蔵省銀行局、
1960: 125）、図表 3bの示すように本稿で注目する米国系銀行のコール・ローン
は主要業務となっていない。貸出金のほとんどは米国系銀行によるインパクト・
ローンであり（同上、1970: 113）、すべて邦銀の保証付きであった（立脇、
2002: 208）。
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に米国系銀行は商社への円貨貸付も増加させている（大蔵省銀行局編、
1964: 130）。

（図表２a）在日外国銀行支店収支の推移  　　　（単位：百万円）

注）貸出金利息は、貸付金利息と割引料の合計を指す。受入雑利息とは、主とし
て輸出手形買取による利息収入を指す。
受入手数料は、L/C関係の支払、債務保証を意味する支払承諾に関する手数料を指す。
1970年の支払雑利息には、借用金利息も含む。
出所）大蔵省銀行局編『銀行局金融年報各年版』在日銀行一覧表、在日外銀グループ別損益計算
書より、筆者作成。

（図表２b）在日米国系銀行支店収支の推移  　　　（単位：百万円）

注）図表２aを参照。
出所）大蔵省銀行局編『銀行局金融年報各年版』在日銀行一覧表、在日外銀グルー
プ別損益計算書より、筆者作成。
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上記のような業務拡大の背景事情としては、（１）本邦為銀の外為業
務における競争力向上の結果、米国系銀行はそれまでのコアビジネスで
あった貿易金融の外貨関連業務を縮小したこと（同上、1964: 127-130、
1969: 117）、（２）資本取引の自由化に沿って外資導入の認可基準が緩和
されたため、外銀が優良企業に対するドル資金貸付に尽力しようとした
こと（同上、1964: 127）、（３）60 年に非居住者自由円預金の設置が許
可されて以降、外銀が円貨を以前と比べて入手しやすくなったことを指
摘できる（同上、1961: 161-162）。
上記のように外銀は、本邦為銀の台頭を受けて貿易金融の外貨関連業

務を縮小し、インパクト・ローンや円貨貸付を拡大しようとした。ただ
し、これらの業務は総貸出額における外銀の市場シェアを大きく向上さ
せるような新たなコアビジネスとはならなかった。もちろん、立脇（2002: 
はしがきⅠ）の指摘するように、インパクト・ローンは外貨不足にあっ
た戦後間もない日本経済にとって質的には重要であったのは事実であ
る。
とはいえ、60年代半ば以降に、経常収支は黒字、資本収支は赤字とい
う資本輸出国パターンに変化すると（立脇、2002: 203）、その質的な重要
性も低下した。むしろ、経常収支黒字にともなう外貨流入急増によってド
ル安円高圧力がかかったため、固定レート維持を目的として60年代後半
に日本政府はインパクト・ローンを抑制したり（同上、2002: 209）、70年
代に外銀に対して円転規制を実施したりした（同上、2002: 200）。このよ
うに、日本政府が円切り上げ阻止のために、外銀のインパクト・ローンや
円転による円貨貸付を抑制したことも一因となって、それらは総貸出にお
ける外銀の市場シェアを高めるようなコアビジネスとはならなかった。
また、ドル安円高圧力の抑制が米国政府からも要請されていたことは

特筆に値する。浅井（2005b: 35）によれば、60年代後半に「アメリカ政
府は、米国の国際収支悪化は、「自由陣営」の安全保障コストを米国が
一方的に負っていることに主な原因があると主張し」、「米軍が駐留する
国に対して、米国の国際収支問題への協力の一環として、駐留にともな
う米国からのドル流出を相殺する措置を求めた」。その要請への対応と
しても、日本政府は外銀のインパクト・ローンの抑制を図ったのである。
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（図表３a）在日外国銀行支店資産の推移 　　　（単位：百万円）

出所）大蔵省銀行局編『銀行局金融年報各年版』在日銀行一覧表、在日外銀グルー
プ別貸借対照表より、筆者作成。

（図表３b）在日米国系銀行支店資産の推移 　　　（単位：百万円）

出所）大蔵省銀行局編『銀行局金融年報各年版』在日銀行一覧表、在日外銀グルー
プ別貸借対照表より、筆者作成。

以上のように日米政府の思惑が合致したことを背景として、日本政府
は為銀保証枠を設定すること等の方法によってインパクト・ローンの取
扱量を抑制するとともに、円転換と自由円についても月中増加枠を定め
一定限度内に抑制した（大蔵省銀行局編、1971: 118）。
一方、経済的要因によっても、インパクト・ローンや円貨貸付の拡大

が妨げられた面もある。その経済的要因とは、60 年代の内外金利差の
縮小および逆転である（図表 4）。その影響を論じるために、まずは外
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銀のインパクト・ローンや円貨貸付の資金源を明示しておきたい。
図表 5a と 5b の示すように、60 年代以降の外銀にとっての重要な資
金源は預金・MOF勘定および本支店借であった 15）。これらのうち、外貨
貸付すなわちインパクト・ローンのための資金源となったのは、本支店
借であった（同上、1969: 95）。一方、円貨貸付のための資金源となった
のは、債務者預金と非居住者自由円預金であった（同上、1969: 93）。債
務者預金とは、インパクト・ローンを借り入れた企業からの強制的かつ
拘束的な円預金を指す。また、非居住者自由円預金とは、非居住者によ
る短期預金を指す。

（図表４）日米の内外金利差の推移

注）数値は各年末時点での中央銀行割引歩合（年利）を指す。1954 年のアメリカの
数値のみ、日本銀行調査局『日本銀行調査月報』1956 年 1 月版を利用。
出所）日本銀行時系列統計データ作成ウェブサイト（http://www.stat-search.boj.or. jp/
#、2014 年 5 月 7 日アクセス）、Board of Governers of the Federal Reserve System ウェブ
サイト（http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm、2014 年 5 月 7 日アクセ
ス）、日本銀行調査局『日本銀行調査月報 1956 年 1 月版』より、筆者作成。

15） 外銀の負債項目のうち支払承諾の値も 60年代に急増している。ただし、こ
れは顧客の支払保証をしたことによって生じた潜在的な債務負担を指してお
り、実際の資金調達を意味しない。一方、資産項目の支払承諾見返りとは、も
し外銀の支払保証を受けた顧客が支払不可能となる場合、外銀が顧客の代わり
に弁償する分だけ顧客に対して請求できる潜在的な債権を指す。
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（図表５a）在日外国銀行支店負債の推移 　　　（単位：百万円）

出所）大蔵省銀行局編『銀行局金融年報各年版』在日銀行一覧表、在日外銀グルー
プ別貸借対照表より、筆者作成。

（図表５b）在日米国系銀行支店負債の推移 　　　（単位：百万円）

出所）大蔵省銀行局編『銀行局金融年報各年版』在日銀行一覧表、在日外銀グルー
プ別貸借対照表より、筆者作成。

既述のように政治的要因によってインパクト・ローンの抑制が図られ
た結果、それと紐づけられた債務者預金も同時に抑制されたことを踏ま
えて、ここでは本支店借と非居住者自由円預金をとりあげる。60 年代
の日米の内外金利差の縮小および逆転は本支店借と非居住者自由円預金
での資金調達のコスト上昇をもたらし、それゆえインパクト・ローンお
よび円貨貸付の利益率は低下した。実際に図表 2a と 2b からは、60 年
代後半の外銀の純損益は 60 年代半ばと比べて半減したことを確認でき
る。この経済的要因によっても、本支店借を資金源とするインパクト・
ローンならびに非居住者預金を資金源とする円貨貸付の拡大は妨げられ
た。
ここで、日米の内外金利差が逆転するに至った国際金融情勢の変化も

示しておきたい。おりしもイギリス政府が英連邦維持のために巨額の対
外債務を抱えてポンド防衛に迫られていたとき、67 年の第 3次中東戦
争勃発によるスエズ運河閉鎖やポンド防衛のためのデフレ政策に反対す
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る大規模なストライキが発生し、ポンド不信は高まった（猪木・高橋、
1999: 75-78）。ポンド不信によるポンド売り圧力は大きく、イギリス政
府は 14.3% のポンド切り下げに踏み切り、輸出促進による経済立て直し
を図った（同上 : 75-78）。
大幅なポンド切り下げはアメリカのドルへの信認も揺るがせたため、

ドル不信によるドル売り圧力が増大した。というのも、アメリカは戦後
に世界の安全保障費用を実質的に負担したり経常収支が悪化したりして
いた点でイギリスと類似していたからである。このドル売り圧力に対し
て、米財務省は 68 年 3 月までの間に巨額のドル買いによってドル防衛
を図った（伊藤、2009: 216）。
米国の外国為替市場において巨額のドル買いが実施されると、ドルの

超過需要が相当程度発生する結果、米国金利は急上昇する。こうして図
表 4の示すように、68 年には日米の内外金利差が逆転するまでに米国
金利は上昇し、それに付随して外銀の資金調達コストも上昇したため、
外銀の純損益は大きく減少することとなった（図表 2a、2b）。
本節で示した外銀の主要業務の変化過程からは、総貸出における外銀

の市場シェアが低位で常態化してきた根本的な理由として、資金調達面
での不安定性が浮き彫りとなった。すなわち、金利リスクの高い本支店
借や非居住者自由円預金あるいは債務者預金は、いずれも安定的な資金
調達手段とは言えなかったことを示した。
とするならば、外銀が日本の銀行市場への再進出に際して、利益最大

化のために自らの重要性を向上させ確固たるものとするには、日本国内
の居住者から円建ての普通預金ないしは定期預金の形態で資金を調達
し、それを資金源として円貨貸付を実施すべきであったはずである。実
際、チャータード銀行が 48 年 7 月に SCAPに対して日本人や日本法人
からの円預金受け入れの許可を要請したり（日本銀行金融研究所編、
1995: 622）、47 年に戦後初めて日本の銀行法令を外銀に適用する際にと
くに円預金の取扱いが議論の重要項目になったりするなど（大蔵省財政
室編、1983: 490-491）、金融関係者は円預金の重要性を理解していたこ
とを確認できる。
ところが、歴史の事実として、円預金のみならず円貨貸付を含む円貨

関連業務に関しては、外銀参入に対する厳しい規制方針が占領期に打ち
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立てられた。そして、その方針に沿う形で、大蔵省は平和条約発効によ
る独立後に、外銀に対して円貨関連業務への厳しい参入規制を実施した。
そこで、次節では外銀参入に対する厳しい規制方針が占領期に打ち立て
られた経緯について深く掘り下げることとする。

３．国内業務参入規制の方針確立

ⅰ）邦銀との支店数比較
はじめにで示したように本稿では、新規のコアビジネスとなりえたは

ずの円貨関連業務を外銀が本格的に展開できなかった要因に関して、立
脇（2004: 186）や浅井（2005a: 168）の指摘するように、大蔵省による
厳しい支店設立規制に注目する。図表 6の邦銀と外銀の支店数データに
よると、1950 年代から 60 年代にかけて、邦銀本支店数は 5,079 店舗か
ら 6,408 店舗に増加した一方で、外銀支店数はわずか 33 店舗から 36 店
舗に微増しただけである。
インターネット・バンキングが存在すらしない当時において、外銀が

円預金および円貨貸付を拡大し新たなコアビジネスとするためには、支
店数の拡大が死活問題であった。これを考慮すれば、外銀は当初から邦
銀と比べて圧倒的に不利な立場であったと言える。

（図表 6）在日外国銀行支店の推移

出所）大蔵省銀行局編『銀行局金融年報各年版』在日銀行一覧表および大蔵省財
政室編（1999）『昭和財政史：昭和 27～ 48年度』第 19巻（統計）より、著者作成。
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ただし、大蔵省は外銀に対する厳格な規制の正当性を保つための論理
を、既に占領期の頃に構築していた。そして、その考えを 49 年 10 月末
に SCAP に対して銀行協会との連名での要望の形で伝えていた。すな
わち、大蔵省としては邦銀と外銀とは無差別平等に取り扱うことを適当
と考えているが、邦銀は戦後の再建途上にあるため、外銀に無条件に営
業免許を与えずに、当分の間は少なくとも円預金の受入れを制限したり、
外銀店舗数もできる限り現在程度に止め増設は差し控えたりしてほしい
と主張した。このことは『昭和財政史』で明記されている（大蔵省財政
室編、1983: 492）。
ここで注意しておきたいことは、上記の『昭和財政史』の記述でも確

認できるように、戦後、大蔵省が陰に陽に SCAP や米国政府と折衝を
試みて自らの主張をある程度達成させていったという理解が通説とみな
されていることである。ところが、占領期の外銀の業務拡大をめぐる
SCAP と米国政府の間での質疑応答、ならびに SCAP 内部での質疑応
答の電文資料を読み解くと、外銀に対する参入規制方針を大蔵省が構想
し実施したという暗黙の裡の通説的理解に疑義が生じる。
そこで本稿では、外銀の円貨関連業務に対する厳しい参入規制方針が

形作られた経緯について、大蔵省側資料ではなく SCAP 側の資料に依
拠して論じたい。そうすることで、大蔵省でも SCAP でもなく、実は
米国政府が外銀に対する参入規制方針を構想し、その構想に沿って独立
後に大蔵省が規制を実施したという従来とは異なる視点を提示すること
を試みる。

ⅱ）米国政府による外銀参入規制構想
円貨関連業務を主とする国内業務への外銀参入の議論は、1948 年 1月
に開始された。その契機となったのは、41 年 12 月の敵産管理法で接収
された資産返還手続きに関する米国政府（陸軍省）と SCAPの間での質
疑応答であった（日本銀行金融研究所編、1995: 612, 電文W-94050）。接
収資産には戦前の円預金も含まれていたため、円預金返還後にそのまま
外銀の円預金受入れを認可するか否かが議論となったのである（同上 : 
612）。同時に電文W-94050 では、SCAP提案の外銀による円貨貸付につ
いても質疑が交わされていた。
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この議論において、米国政府は返還される円預金の外銀間での移動や
新規の預金受け入れは禁じる方針であることを表明している（同上 : 
613）。同時に外銀の国内銀行業務への参入について現時点で想定してい
ないし、望ましいとも考えていない旨を表明した（同上 : 614）。
米国政府からの上記の電文W-94050 に対して、SCAPは 48 年 2 月に
電文 C-58403 を返答し、外銀で再開される円預金口座は接収預金の返還
という引き出し目的のみに使われるべきという米国政府に同意する考え
を示した（同上 : 610, 電文 C-58403）。一方、外銀による円貨貸付に関し
ては、円貨収入の可能性がある企業のみへの円貨貸付を想定するので外
為管理の阻害とはならず、また SCAP 認可企業のみに限定した円貨貸
付を想定するので国内銀行業務への参入を意図しているわけではないと
の考えを示し、米国政府に理解を求めている（同上 : 611）。同年5月には、
上記の SCAP と米国政府の電文のやりとり内容に沿った形で、接収円
預金の返還と外銀による SCAP認可企業への円貨貸付が実施された（同
上 : 617-618）。
上記の SCAP 認可企業への円貨貸付許可の背景には、外銀の陳情も
あったと考えられる（同上 : 621-622）。というのも、香港上海銀行が 48
年 1 月に連合国国籍企業への円貨貸付許可を SCAP に要請していた。
他にも、同行が 6月に戦前の関係企業への円貨貸付許可を要請したり、
蘭印商業銀行が蘭貿易協会と共同で外国企業への円貨貸付を要請したり
していた。また、7月にチャータード銀行が日本人や日本法人からの円
預金受入れを要請したり、同じく 7月に蘭印商業銀行が戦前の関係企業
で非 SCAP認可企業からの円預金受入れを要請したりもしていた。
これら外銀の主張に理解を示した SCAP は外銀の国内業務参入拡大
を米国政府に提案した。すると、米国政府はSCAP提案の問題点として、
SCAP認可銀行のみに国内業務参入を拡大すると、日本市場未進出の外
銀に不利な扱いを強いることになることを指摘した（同上 : 626）。また、
日本人や戦前の関係企業からの円預金を受け入れることを許可すると、
外国人や戦前において外銀と関係のなかった企業に不利な扱いを強いる
ことになることを指摘した（同上 : 626-627）。
米国政府によるこれらの指摘が日本の金融再編を見据えてのものだっ

たことは重要である。もし一般的な預金業務を外銀に許可してしまうと、
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圧倒的な競争力を持つ外銀へ邦銀から預金が一挙に流出してしまうこと
を米国政府は危惧していたのである（同上 : 627）。第１節で既述の通り、
48 年半ばごろには米国政府は民主化と非軍事化から経済復興と自立を
優先するように転換していた。
それもあいまって、外銀の国内業務参入を新たに許可する業務につい

ては、新規に許可した場合に日本経済に資することになる貿易金融関係
の業務、かつ、邦銀の未提供金融業務に限定すべきと米国政府は主張し
た。そして、この米国政府の考えは、48 年 9 月の電文で明確に記され
ていたのだった（同上 : 627）。この時点で、米国政府は外銀の国内業務
参入に対する厳しい規制方針を確立したと言えよう。
この 48 年 9 月の電文で示された内容そのままに、49 年 3 月の電文
W-85230 では外銀の円預金受入れを含む国内銀行業務規制を基本的には
大幅に緩和しないことが SCAPにも周知された（同上 : 629-630）。一方、
日本の大蔵省に対しては、48 年 9 月の規制方針確立以降に相談ではな
く参考意見聴取の形で SCAP を通じて報告がなされたとみなすのが妥
当であろう。その後、49 年 4 月に電文W-85230 への返答の形で SCAP
は米国政府の方針に沿った形で、’’Utilization of Japanese Banks in 
Export-Import Transactions and Reentry of Foreign Banks into 
Domestic Banking Functions’’ という外銀の日本市場再進出に関する抑
制的な方針を細部にわたって示したのだった（同上 : 633-634）。

おわりに

本稿では、第 2次大戦後のとりわけ米国系銀行を主とする外銀の日本
市場再進出が不活発なものとなってしまったことに注目し、その政治経
済的要因を分析した。その際、日本市場へ再進出してしばらくは外貨関
連業務によって外銀は利益を得ていたが、やがてその利益縮小に直面し
たときにコアビジネスの転換を果たせなかったため、日本の銀行市場で
の自らの重要性を低くとどまらせる状況に陥ってしまったのではないか
という仮説を検証した。
本稿の分析結果に基づけば、SCAPが対日占領政策の一環として、外

銀に対外決済業務を集中させたことから、終戦直後の日本の銀行市場に
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おける外銀の重要性は大きく向上した。ところが、やがて冷戦の発生を
受けて米国政府が日本の経済復興と自立を優先した結果、本邦為銀も対
外決済業務において台頭することとなった。
そこで、外銀はインパクト・ローンや円貨貸付といった新たなコアビ

ジネスを展開しようとした。ところが、それら新たな業務のための資金
調達面での不安定性に加えて、ドル安円高圧力を緩和したいという日本
政府や米国政府の思惑という政治的要因や国際金融情勢の変化という経
済的要因もあいまって、結果的に外銀の重要性は質量の両面で 50-60 年
代にわたって大きく低下した。
結局、円預金を資金源とする円貨貸付を行い得なかったことが米国系

銀行を主とする外銀の日本市場再進出を停滞化させたのであった。そし
て、円預金受入れに外銀が容易に進出できなかった理由は、日本経済の
復興を優先するために米国政府が占領期に外銀の国内銀行業務参入に対
する厳しい規制方針を確立したためであり、それを活用して大蔵省が独
立後に厳しい参入規制を展開したためであった。
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