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Ⅰ．はじめに

金融庁は、平成 26 年 6月 26 日、「外国銀行代理業務に関する Q&A」を公表した。外国

銀行代理業務の制度は、平成 20 年金融商品取引法等の一部を改正する法律により導入

されたが、同制度が導入され約 5 年が経過し、その間、外国銀行代理業務に関する実務

等について、様々な照会が金融庁に寄せられていたことから、それらの照会が体系づけ

て整理され、Q&A の形で公表されたものである。本 Q&A は全 21 問で構成されているが、

そのうちとりわけ実務上参考となるであろうポイントを中心にその内容を解説する。

Ⅱ．外国銀行代理業務に関する Q&A のポイント

1．外国銀行代理業務への該当性の判断

(1) 外国銀行代理業務の定義

外国銀行代理業務とは、外国銀行の委託を受けて、外国銀行の業務の代理又は媒

介をすることと定義される一方（銀行法第 52 条の 2、第 10 条第 2 項第 8号の 2）、

銀行代理業とは、銀行のために、預金等（固有業務）の契約の締結の代理又は媒介

をすることと定義されている（銀行法第 2条第 14 項）。外国銀行代理業務における

「外国銀行の委託を受けて」「業務の代理又は媒介」と、銀行代理業における「銀行

のために」「契約の締結の代理又は媒介」の意義は、同様に考えることができること

が、本 Q&A において改めて確認された。具体的には、「外国銀行の委託を受けて」と

は「外国銀行のために」という意味であり、「顧客のために」代理又は媒介をする場

合には外国銀行代理業務に該当しないこと、「顧客のために」とは「顧客からの要請

を受けて、顧客の利便のために、顧客の側に立って助力すること」（主要行等向けの

総合的な監督指針Ⅷ-3-3-1-1(3)①）であるという銀行代理業と同様の解釈であるこ

とが改めて明確にされた（本 Q&A 問 2④）。

また、外国銀行代理業務の定義では、「業務の代理又は媒介」という表現が使用さ

れているが、外国銀行と顧客との間の契約が締結された後に、当該顧客に対してア
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フターフォロー業務などを代理又は媒介しても、「外国銀行の業務の代理又は媒介」

に該当せず、外国銀行代理業務に該当しないことが示されており（本 Q&A 問 2⑥参

照）、これも銀行代理業の解釈と同様の解釈となることが明確にされた。

(2) グローバルブック

上記のとおり、外国銀行代理業務の定義における「代理又は媒介」の解釈は、銀

行代理業の定義における「代理又は媒介」と同様の概念であるが（本 Q&A 問 7）、デ

リバティブ取引等についてグローバルブック（金融機関の国内外の各拠点において

取引を行った場合であっても、取引の一元管理の観点からブックキングについては

1 つの拠点に集約すること）を採用していることのみをもって直ちに「代理又は媒

介」に当たるわけではなく（すなわち、外国銀行代理業務に該当するものと評価さ

れるものではなく）、実質的に外国銀行の業務について委託を受けているか否かで判

断されるという解釈が示されたことも（本 Q&A 問 14）、実務上の参考となる1。

2．所属外国銀行による外国銀行代理業務への関与

外国銀行代理銀行が行う外国銀行代理業務に、我が国の銀行業の免許等を取得してい

ない所属外国銀行がどこまで関与できるのかという点についても、本 Q&A 問 15 により、

以下のとおり一定の解釈指針が示された。

① 外国銀行代理銀行が認可を得て外国銀行代理業務を実施する場合以外において、所

属外国銀行自体が、我が国において銀行業を営んでいると認められる場合には、銀

行法第 4条第 1項及び第 47 条第 1項違反となる。

② 外国銀行代理銀行が認可を得て外国銀行代理業務を実施する場合において、所属外

国銀行の職員の助力を得ることが顧客の保護に資するなどの場合（例えば、顧客が

所属外国銀行の職員より説明を受けたいとの意向がある場合）に、所属外国銀行の

職員（外国銀行代理業務の認可を受けた外国銀行代理業務の所属外国銀行の職員に

限り、他の拠点の職員を含まない）が外国銀行代理銀行の職員をサポートするため

                              
1 平成 20 年 12 月 2日付の「平成 20 年金融商品取引法等の一部改正に係る政令案・内閣府令案等に対す

るパブリックコメントの結果等」における「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」（以下「平

成 20 年パブリックコメント」という）では、「外国銀行支店が、本邦において行ったデリバティブ取引

や有価証券の売買等の市場性業務から生じるポジションを、当該外国銀行支店に係る外国銀行の本邦外

の本支店に集中させる形態で業務を行う場合がある。当該業務形態における外国銀行支店と海外本支店

との関係は、あくまでも同一エンティティ内における取引担当所在地と記帳地の関係にすぎず、リスク

や収益は本邦外国銀行支店に属し、本邦外の本支店は事務処理は行うものの、実質的判断には関与しな

い。こうした記帳の形態は、グローバルに活動する金融機関として、各地域における業務から生じるリ

スク・ポジションを、グローバルなベースで集中管理するため、当該金融機関の一定の地域の本支店に

集中させる、いわゆる、内外の金融機関で現在広く一般的に採用されている「グローバル・ブッキング」

若しくは「オフショア・ブッキング」というリスク管理及び業務管理の一環として行っているものであ

る。今回の外国銀行代理業制度の導入に際して当該取引が制限を受けることは無く、外国銀行代理業務

の枠外であることを確認したい。」との問に対して、「ご指摘のような場合を含めて、銀行法第 47 条第 3

項及び銀行法施行規則第29条の2に規定する外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるものに該当し

ない場合もあり得るものと考えますが、いずれにしても、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断さ

れるべきものと考えます。」との回答がなされていた。



FINANCIAL REGULATION BULLETIN

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。

© 2014 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

に帯同する、又は、外国銀行代理銀行の職員が主催し参加する電話会議等に所属外

国銀行の職員が補助的に参加するなど、外国銀行代理銀行が行う外国銀行代理業務

の支援業務を行うに留まる場合には、当該所属外国銀行の職員の行為は、外国銀行

代理銀行の行為の一部と看做されうる。

③ 他方で、所属外国銀行の職員が上記②の支援業務を超えた業務を行う場合、例えば、

所属外国銀行の職員が外国銀行代理銀行の職員に同伴しているとしても、所属外国

銀行の職員が主体的に営業活動を実施していると認められる場合には、当該所属外

国銀行は銀行法第 4条第 1項及び第 47 条第 1項違反となるとともに、当該外国銀行

代理銀行は当該所属外国銀行の職員に対する監督責任を問われることになる。

④ そのため、外国銀行代理銀行は、外国銀行代理業務を実施する際に、所属外国銀行

に支援業務をさせる場合には、当該所属外国銀行の職員の活動等について記録等を

実施するとともに、当該所属外国銀行の職員の行為を適切に管理・監督すること（我

が国における金融規制法に定められている各種行為規制等の周知徹底等を含む）が

求められる。

平成 20 年パブリックコメントにおいては、所属外国銀行自身がどこまで外国銀行代理

業務に関与できるかという論点について、所属外国銀行が直接日本において業務を営ん

でいると認められる場合には、銀行法第 47 条第 1項その他の法令違反に該当するという

一般論が回答されていたが2、本 Q&A において、上記②～④のとおり、所属外国銀行は、

外国銀行代理銀行による外国銀行代理業務に対して支援業務を提供するに留まる場合に

は、銀行法第 47 条第 1項又は第 4条第 1項違反とならず、銀行法上、許容されることが

明らかにされたことが着目される。今後は、どこまで実施することが支援業務といえる

のかについて実務上詰めていく必要があるものと思われる。

3．日本企業本社からの保証取付けや担保徴求

外国銀行代理業務における実務上関心が高い論点として、国外において外国銀行海外

拠点と日本企業の海外子会社の間で融資契約等の与信取引がなされる場合において、日

本企業本社からの保証取付けや担保徴求が与信取引の条件となることがあり得るが、こ

のような場合に、外国銀行在日拠点が、外国銀行海外拠点の委託を受けて外国銀行海外

拠点と日本企業本社との間で締結される保証契約や担保契約について代理又は媒介する

場合、外国銀行代理業務の認可が必要とされるのかというものがある。

保証契約や担保契約が融資契約等の与信取引成立の条件である点に着目し、保証契約

や担保契約の代理又は媒介は与信取引の成立に尽力する行為であるとして、外国銀行在

                              
2 平成 20 年パブリックコメントでは、「委託元の外国銀行から、営業担当者が来日し、または、テレビ会

議等を接続して、外国銀行在日支店の外国銀行代理業務担当者とともに、銀行法第 10 条第 1項・第 2項

に記載される業務に関する商談を行うことは問題ないかを念のために確認したい。」との問に対して、金

融庁は「国内に外国銀行代理銀行を有する所属外国銀行であっても、当該所属外国銀行自体が直接日本

において業務を営んでいると認められる場合には、銀行法第 47 条第 1項その他の法令違反に該当するも

のと考えられます。」との一般論での回答がなされていた。
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日拠点による保証契約や担保契約の代理又は媒介について、融資契約の媒介と評価し、

外国銀行代理業務の認可が必要であるとの解釈もあり得ないではないが、そうなれば、

外国銀行は、日本企業の海外子会社に融資をする当該外国銀行グループの海外エンティ

ティ毎に、外国銀行代理業務の認可を取得しなければならなくなることから、実務上の

負荷が大きいという問題意識があった。

この点について、本 Q&A 問 21 では、外国銀行海外拠点及び外国企業（日本企業海外子

会社を含む）との間の取引であっても、外国銀行在日拠点が当該取引の媒介を実施する

場合には、外国銀行代理業務の認可対象となりえるという原則論を示した上で、以下の

ような解釈指針が示された。

① 例えば、実質的に外国銀行在日拠点が外国銀行海外拠点と日本企業との間の融資等

の与信取引の代理又は媒介をしているとみられるなどの場合（例えば、外国銀行海

外拠点のために外国銀行在日拠点が日本企業に対して日本企業の海外子会社と外国

銀行との間の融資等の与信契約の締結を勧誘する場合や外国銀行海外拠点のために

外国銀行在日拠点が日本企業との間で交渉を行い、日本企業の海外子会社への融資

等の与信条件が実質的に日本企業との間で決定される場合など）には、当該行為は、

上記融資等の与信取引の媒介行為に該当するものとして、外国銀行代理業務の認可

対象となる。

② 他方で、例えば、上記①のような事情がなく、外国銀行海外拠点と日本企業海外子

会社との間で融資等の与信取引の条件が決定される一方で、外国銀行在日拠点が外

国銀行海外本支店の委託を受けて、外国銀行海外拠点と日本企業との間の保証契約

又は担保契約の締結手続のみ（保証契約・担保契約締結のために必要な説明を実施

することを含む）を実施する場合には、外国銀行代理業務の認可対象外の行為と考

えられる。

このように、少なくとも上記②のような事例においては、保証契約や担保契約の代理

又は媒介を実施しても、外国銀行代理業務の認可対象とされていないという解釈指針が

示されたことは、日本企業の海外子会社に対して融資を実施し、日本企業本社から保証

を取り付ける実務を行う外国銀行にとっては、業務上有用なものとなろう。

Ⅲ．適用範囲

本 Q&A の質問及び回答には、外国銀行海外拠点及び外国銀行在日拠点という表現が用

いられているものが多いことから、本 Q&A は、主に外国銀行支店や外資系邦銀といった

外国銀行在日拠点が、当該外国銀行在日拠点が属するグループ内の外国銀行海外拠点の

業務を我が国の顧客に提供する場合（銀行法第 52 条の 2第 1項、第 10 条第 2項、銀行

法施行規則第 13 条の 2第 1項第 1号）を念頭においていると思われるが、邦銀が海外子

銀行の業務を我が国の顧客に提供する場合（この場合には、認可ではなく届出で足りる。
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銀行法第 52 条の 2第 2項）にも同様に適用されるものと考えられる。

また、平成 26 年 4月 1日に施行された外国銀行代理業務制度の改正（銀行法施行規則

第 13 条の 2第 1項第 2号）により、銀行が海外において、外国銀行の業務の代理又は媒

介を実施する場合には、資本関係がない外国銀行の業務の代理又は媒介を実施すること

が外国銀行代理業務として認められることとなったが、本 Q&A は、この新しい外国銀行

代理業務の実務上の解釈においても参考になるものと思われる。
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掲載誌   信用金庫第 68 巻 第 6号 2014 年 6 月号

著者    足立 格、児島 幸良、有井 友臣

 論文    「実務相談 銀行法[第 32 回] 銀行の子会社(1) 総論①｣

掲載誌   金融法務事情 1997 号 2014 年 7 月 10 日号

著者    小田 大輔

NEWS

 Financial Times 誌による、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report の FT Law 25 

ranking list of Asia Headquartered Law Firms にて 4 位に選ばれました

Financial Times 誌は、2014 年 6 月 12 日に、同誌では初となる Asia-Pacific 

Innovative Lawyers Report を発表し、当事務所は、Asia-Pacific Innovative 

Lawyers Report の FT Law 25 ranking list of Asia Headquartered Law Firms で

4 位に選ばれました。また、コーポレート、不動産、ファイナンスの各分野での当

事務所の業務、及び ASEAN 地域でより効果的にクライアントの依頼に対して応える

当事務所の戦略について表彰を受けました。

なお、Asia-Pacific でのランキングは今回が初めてだったものの、FT Innovative 
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Lawyers Report 自体はヨーロッパでは 9年目を迎える有力なランキングであり、広

く権威がある評価の高いランキングであると認識されております。

 ALB Japan Law Awards 2014 にて受賞しました

トムソン・ロイターグループの、国際的法律雑誌である ALB(Asian Legal Business)に

よる ALB Japan Law Awards 2014 において、当事務所は Japan Deal of the Year と Japan 

Law Firm of the Year を含む、10 カテゴリーで受賞しました。

（当事務所に関するお問い合せ）

森・濱田松本法律事務所 広報担当

mhm_info@mhmjapan.com
03-6212-8330
www.mhmjapan.com


