
　　　

【政策ごとの予算額】

政策名 番号 ⑯

評価方式

会計 組織／勘定

外国為替資金特別会計 1,923,675 5,318,211

外国為替資金特別会計 187,399,308 279,492,944

外国為替資金特別会計 813 758

外国為替資金特別会計 494,602,131 496,611,962

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

683,925,927 781,423,875

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

683,925,927 781,423,875

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

一般会計

特別会計

合　計

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっていないが、
ある政策に属する
と整理できるもの

小　計

小　計

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっているもの

事務取扱費
外国為替市場及び国際金融システムの安定
に必要な経費

諸支出金 手数料等に必要な経費

融通証券事務取扱費一般会計へ繰入
融通証券事務取扱費の財源の一般会計へ繰
入れに必要な経費

国債整理基金特別会計へ繰入
国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経
費

予算科目

他に記載のある
個別票の番号

予算額

項 事項
２年度

当初予算額
３年度

概算要求額

政策評価調書（個別票）

外国為替市場の安定並びにアジア地域を含む国際金融システムの安定に向けた制度強化
及びその適切な運用の確保

総合･実績･事業 政策目標の達成度合い 相当程度進展あり
（千円）



 

上記目標の

概要 

 世界各国の経済の相互連関が深まり、国際的な資金移動が活発化する中で、我が国と外国との

間の資金移動が円滑に行われる環境を整えるとともに、国際金融システムを安定させることが重

要となっています。

 このような認識の下、財務省では、外国為替及び外国貿易法（昭和24年12月1日法律第228号。

以下「外為法」といいます。）に基づいて外国為替制度の運営に当たるとともに、国際金融システ

ムの安定に向けた制度強化に取り組んでいます。特に、我が国と密接な経済的結びつきを有する

アジア地域の経済の安定は重要であり、域内における地域金融協力を更に強化していきます。ま

た、テロ資金供与や大量破壊兵器の拡散への資金支援といった国際金融システムの濫用の防止に

も取り組んでいきます。

（上記目標を達成するための施策） 

政６-１-１：外国為替市場の安定 

政６-１-２：国際金融システムの安定に向けた制度強化に関する国際的な取組への参画 

政６-１-３：アジアにおける地域金融協力の推進 

政６-１-４：テロ資金や北朝鮮の核関連及び大量破壊兵器の拡散等に関連する資金等による国際

金融システムの濫用への対応 

政策目標６－１についての評価結果 

政策目標についての評定 Ａ 相当程度進展あり 

評
定
の
理
由

外国為替市場の安定、Ｇ20議長国としての貢献等を通じた世界経済の持続的発展や国際金融システム

の安定・強化、アジアにおける地域金融協力の強化、資金洗浄・テロ資金供与対策等に積極的に取り組

み、具体的な実績・成果があり、施策政６－１－１の評定は「ｓ 目標達成」、施策政６－１－２の評定

は「ａ 相当程度進展あり」、施策政６－１－３の評定は「ｓ 目標達成」、施策政６－１－４の評定は

「ｓ 目標達成」であるため、当該政策目標の評定は、上記のとおり、「Ａ 相当程度進展あり」としま

した。 

政
策
の
分
析

（必要性・有効性・効率性等） 

 Ｇ20（用語集参照）、Ｇ７（用語集参照）等の国際的な枠組への参画は、世界経済の安定を通じて我が

国経済の健全な発展を実現するために重要な意義のある取組です。とりわけ、令和元年度は、Ｇ20議長

国として、グローバル・インバランスや高齢化といった世界経済が直面する課題に対して、Ｇ20の議論

を主導するとともに、「質の高いインフラ投資に関するＧ20原則」などの国際的な合意を取りまとめる

など、世界経済の持続的発展に大きく貢献しています。 

また、アジア地域の経済の安定のため、同地域における地域金融協力を強化していくことが重要であ

り、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）＋３（日中韓）（用語集参照）財務大臣・中央銀行総裁会議の議

論を主導し、ＣＭＩＭ（チェンマイ・イニシアティブ：用語集参照）等の地域金融協力や、二国間の金

融協力を積極的に推進しています。 

国連安保理決議等を踏まえた外為法に基づく制裁措置及びＦＡＴＦ（金融活動作業部会：用語集参照）

勧告に基づく資金洗浄・テロ資金供与対策を着実に実施することにより、国際金融システムの安定に大

政策目標６－１：外国為替市場の安定並びにアジア地域を含む国際金融システムの安定に向けた制

度強化及びその適切な運用の確保 



測
定
指
標
（
定
量
的
な
指
標
）

[主要]政6-1-1-A-1：外国為替平衡操作実施状況、外貨準備の状況等の正確かつ適時な情報の提供[新]

作成頻度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
平成30

年度 
令和元年度 達成度

外国為替平衡操作実

施状況（月ベ－ス） 
月１回 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 

外国為替平衡操作実

施状況（日ベ－ス） 
年４回 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

外貨準備等の状況 月１回 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 

外国為替資金特別会

計の外貨建資産の内

訳及び運用収入の内

訳等 

年１回 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

きく貢献しています。これに加え、対内直接投資について、健全な投資を促進するとともに、国の安全

等を損なうおそれがある投資に適切に対応するため、制度や体制を強化し、適切な運用を行っています。

財務省単独で解決することが困難な政策課題に関しては、Ｇ20各国や国際金融機関等の多様な主体と

適切に連携して効率的に実行しています。

施策 政６－１－１：外国為替市場の安定 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
）

[主要]政6-1-1-B-1：外国為替市場の安定に向けた取組［新］ 

目標 

Ｇ７及びＧ20財務大臣・中央銀行総裁会議声明で確認されている考え方を

踏まえつつ、引き続き、各国の通貨当局との意見交換や国際協調等を行う。

国内においては、金融庁・日本銀行とより緊密な連携を図ります。 
達成度 

（目標の設定の根拠） 

外国為替市場の安定のためには、国際協調や金融庁・日本銀行との連携が

重要であるためです。 

実績及び目
標の達成度
の判定理由 

令和元年度においても、日常的な国際金融市場のモニタリングはもとより、

外国為替市場の安定を確保する観点から、Ｇ７やＧ20、国際機関といったマ

ルチの場に加えて、各国当局との間でも緊密に意見交換を行いました。例え

ば、米国との間で財務大臣同士の会談を行ったほか、事務レベルにおいても、

米国をはじめとする各国為替当局関係者と密に意見交換を行いました。また、

ＩＭＦ（国際通貨基金：用語集参照）とＡＭＲＯ（ＡＳＥＡＮ＋３マクロ経

済リサーチオフィス：用語集参照）との間でも、令和元年11月にそれぞれ「対

日４条協議」と「対日年次協議」において、為替市場についての意見交換を

行いました。 

国内においては、金融庁や日本銀行とも協力し、国際金融市場の動向把握

に努めました。 

上記実績の通り、取組を積極的に推進することができたため、達成度を「○」

としました。 

○ 



[主要]政6-1-1-A-2：国際収支状況等の正確かつ適時な情報の提供[新] 

作成頻度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
平成30

年度 
令和元年度 達成度

国際収支状況 月１回 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 

本邦対外資産負債残

高 
年１回 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

オフショア勘定残高 月１回 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 

対外及び対内証券売

買契約等の状況 
月１回 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12 

達成割合 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ ○ 

（出所）国際局為替市場課 

（目標値の設定の根拠） 

 外国為替市場の安定に資するため、外国為替平衡操作実施状況・外貨準備等の状況について、引き続

き正確にかつ適時公表することとし、また、市場に対する正確かつ適時な情報の提供、及び経常収支・

金融収支の動向の把握といった観点から国際収支状況等について適切な作成・公表を行うために上記目

標値を設定しました。 

（目標の達成度の判定理由） 

外国為替市場の安定に資するため、令和元年度においても適切な作成かつ遅滞なく適時の公表を行い

ましたので、達成度は「○」としました。 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評 

定 

の 

理 

由 

 外国為替市場の安定に関しては、国際金融市場のモニタリングや各国当局との意見交換、国際協調等

を実施してきました。国内においても、金融庁や日本銀行とも協力し、国際金融市場の動向把握に努め

ました。 

イタリア・バーリでの、Ｇ７財務大臣・中央銀行総裁会議（平成29年５月12-13日）では、「為替レー

トは市場において決定されること」、「競争力のために為替レートを目標にはしないこと」、「為替レート

の過度の変動や無秩序な動きは、経済及び金融の安定に対して悪影響を与え得ること」等を再確認しま

したが、こうした為替に関する認識をＧ７シャルルボワサミット（平成30年６月８-９日）においても

首脳間で再確認し、サミットコミュニケとして発出しました。また、Ｇ７シャンティイ財務大臣・中央

銀行総裁会議（令和元年７月17-18日）においても同様の認識を確認し、議長総括として発出しました。

また、Ｇ20ブエノスアイレス財務大臣・中央銀行総裁会議（平成30年３月19-20日）の共同声明におい

ては、「強固なファンダメンタルズや健全な政策、強靭な国際通貨システムは、為替レートの安定に不

可欠であり、強固で持続可能な成長や投資に貢献する」、「柔軟な為替レートは、場合によっては、ショ

ックを吸収するものになりうる」、「為替レートの過度な変動や無秩序な動きが、経済及び金融の安定に

対して悪影響を与え得る」などの認識を改めて共有し、Ｇ20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議（令和元

年６月８-９日）やＧ20大阪サミット（令和元年６月28-29日）においても同様の認識を確認し、コミュ

ニケとして発出しました。

外国為替資金特別会計の保有する外貨資産に関しては、安全性及び流動性に 大限留意しつつ、この

制約の範囲内で可能な限り収益性を追求する運用を行い、我が国通貨の安定を実現するために必要な外

国為替等の売買に備えました。 
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政６－１－１に係る参考情報 

参考指標１：為替相場の動向 

 

 

 

 

 

 

（出所）Bloomberg (日次、NY終値)より財務省国際局為替市場課作成 

円の 安値 円の 高値 高値と 安値の変化幅

令和元年度 
112円40銭 

（平成31年4月24日） 

101円18銭 

（令和2年3月9日） 

11円22銭 

（10.0％） 

30年度 
114円55銭 

（平成30年10月4日） 

104円10銭 

（平成31年1月3日） 

10円45銭 

（9.1％） 

29年度 
114円75銭 

（平成29年11月6日） 

104円56銭 

（平成30年3月26日） 

10円19銭 

（8.9％） 

（出所）Bloomberg (日次、ＮＹ終値)より財務省国際局為替市場課作成 

国際収支統計及び対外資産負債残高統計に関しては、平成26年に移行したＩＭＦ国際収支マニュアル

第６版に基づく統計について、適切な作成・公表を行いました。 

以上のとおり、測定指標の達成度が「○」であるため、当該施策の評定は、上記のとおり、「ｓ 目

標達成」としました。 



参考指標２：国際収支動向 

国際収支状況 （単位:億円）

平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

 経常収支 182,957 216,771 223,998 194,848 197,615

 貿易収支 2,999 57,863 45,338 6,341 6,478

輸出 731,761 708,026 782,801 803,183 749,123

輸入 728,762 650,163 737463 796,842 742,645

サービス収支 -13,140 -13,779 -4,941 -9342 -4,142

第一次所得収支 213,195 193,732 205,333 215,262 209,968

 金融収支 242,833 249,964 208,176 213,154 222,993

 直接投資（資産） 177,935 213,931 167,228 245,737 213,915

〃（負債） 15,881 36,317 20,019 39,284 27,627

 証券投資（資産） 384,090 160,810 168,918 245,737 242,568

〃（負債） 83,748 109,076 99,848 188,205 17,191

 その他投資（ネット） -220,147 7,363 -49,412 -97,411 -207,483

（出所）財務省「国際収支統計」 

（注１）金融収支の符号は「+」は資産、負債又はネットの増加、「-」は資産、負債又はネットの減少を示す。

（注２）令和元年度実績値は速報値。令和２年７月にデータが更新されるため、令和２年度実績評価書に確定値

を掲載予定。 

直接投資・証券投資の地域別状況（国際収支ベース） （単位:億円） 

資産（本邦資本） 負債（外国資本） 

直接投資 証券投資 直接投資 証券投資 

世界 平成30年度 245,737 257,565 39,284 188,205

令和元年度 213,915 242,568 27,627 17,191

米国 30年度 28,863 38,134 9,475 -88,453

令和元年度 49,029 209,104 13,940 -152,070

ＥＵ 30年度 25,860 122,084 13,179 454,373

令和元年度 111,468 -12,257 1,592 314,098

アジア 30年度 66,336 5,387 6,416 20,911

令和元年度 61,699 2,474 8,701 50,539

（出所）財務省「国際収支統計」 

（注１）符号は「+」は資産又は負債の増加、「-」は資産又は負債の減少を示す。 

（注２）令和元年度実績値は速報値。令和２年７月にデータが更新されるため、令和２年度実績評価書に確定値を掲載予定。 

参考指標３：対外資産負債残高 

主要国の対外資産負債残高（円ベース比較） 

対外純資産額 

日本 364兆5,250億円（令和元年末） 

アメリカ ▲1,199兆3,780億円（令和元年末）

イギリス ▲79兆8,984億円（令和元年末）

ドイツ 299兆8,332億円（令和元年末） 

フランス ▲69兆1,367億円（令和元年末）

イタリア ▲3兆6,433億円（令和元年末）



カナダ 84兆 650億円（令和元年末） 

中国 231兆7,704億円（令和元年末） 

（出所）日本：財務省資料、その他：IMF資料 

（注） 日本以外の計数は、IMFで公表されている年末の為替レートにて円換算。 

参考指標４：外貨準備動向    （単位：百万ドル）

平成27年度末 28年度末 29年度末 30年度末 令和元年度末

外貨準備高 1,262,099 1,230,330 1,268,287 1,291,813 1,366,177

（出所）財務省「外貨準備等の状況」（https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/official_reserve_assets/data.htm） 

参考指標５：外国為替平衡操作の実施状況 

平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度

金 額 0円 0円 0円 0円 0円

（出所）財務省「外国為替平衡操作の実施状況」（https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/feio/data.htm） 

施策 政６－１－２：国際金融システムの安定に向けた制度強化に関する国際的な取組への参画 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
）

[主要]政6-1-2-B-1：Ｇ20議長国として世界経済の持続可能で包摂的な成長の実現のための基盤づくり

に向けた議論を牽引する取組［新］ 

目 標 

Ｇ20議長国として、Ｇ20財務大臣・中央銀行総裁会議が世界経済の持続可能で

包摂的な成長の実現のための基盤づくりに向けた議論を牽引します。具体的に

は、適切な議題設定や作業工程の作成を行ったうえで、円滑な会議運営を行い、

会議の成果物として、共同宣言の合意を目指します。 

達成度
（目標の設定の根拠） 

 世界経済は成長を続けているものの、下方リスクが高まっています。こうした

中で、平成30年12月にＧ20議長国を引き継いだ日本が、危機の芽を事前に摘み、

世界経済の持続可能で包摂的な成長を実現するために、Ｇ20での議論を牽引する

ことが重要であるためです。平成30年12月の議長国交代時には、麻生大臣より、

こうした決意を大臣談話として世界に向けて表明しました。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

日本議長下のＧ20財務トラックでは、「世界経済の持続可能で包摂的な成長の

実現のための基盤づくり」の観点から「Ⅰ. 世界経済－リスクと課題」、「Ⅱ. 成

長力強化のための具体的取組」、及び「Ⅲ. 技術革新・グローバル化がもたらす経

済社会の構造変化への対応」を３つの柱として設定し、二国間及び多国間の議論

を重ねました。 

【日本議長下のＧ20財務大臣・中央銀行総裁会議におけるプライオリティ】 

Ⅰ. 世界経済－リスクと課題 

（Ａ）世界経済リスクのサーベイランス

（Ｂ）グローバル・インバランス問題への対処

（Ｃ）高齢化の課題・政策対応成長力強化のための具体的取組

Ⅱ. 成長力強化のための具体的取組 

（Ｄ）質の高いインフラ投資

○ 



（Ｅ）自然災害に対する強靭性の強化

（Ｆ）途上国における UHC(Universal health Coverage)ファイナンスの強化

（Ｇ）低所得国における債務透明性の向上及び債務持続可能性の確保

Ⅲ. 技術革新・グローバル化がもたらす経済社会の構造変化への対応 

（Ｈ）国際租税

（Ｉ）金融市場の分断を回避する国際的な連携・協力

（Ｊ）金融セクターにおける技術革新－機会と課題

これらの議論を経て、日本議長下のＧ20の集大成として、令和元年６月にＧ20

財務大臣・中央銀行総裁会議を福岡で開催し、次の通り成果を取りまとめました。

 世界経済については、グローバル・インバランス（グローバルな経常収支の不

均衡）の是正のためには、多国間協調に基づき、各国が適切にマクロ経済政策・

構造改革を行うことが必要であることを確認しました。更に、高齢化を含む人口

動態の変化がもたらす諸課題について、Ｇ20で初めて取り上げ、特に金融包摂に

関する「Ｇ20福岡ポリシー・プライオリティ」を承認しました。 

成長力強化のための具体的取組については、「質の高いインフラ投資に関する

Ｇ20原則」を承認するとともに、「途上国におけるＵＨＣ（ユニバーサル・ヘル

ス・カバレッジ：用語集参照）ファイナンス強化の重要性に関するＧ20共通理解」

を文書として取りまとめました。また、債務の透明性の向上・持続可能性の確保

を実現するため、債務者及び公的・民間の債権者双方による協働の重要性を再確

認しました。 

 技術革新・グローバル化がもたらす経済社会の構造変化への対応については、

「デジタル課税に関する解決策に向けた作業計画」を承認するとともに、技術革

新が金融セクターにもたらす機会とリスクについて議論しました。 

 また、これらの日本議長下でのＧ20財務トラックのプライオリティに沿って進

められたＧ20の運営は、各国から高い評価を得ました。 上記実績の通り、取組

を積極的に推進することができたため、達成度を「○」としました。 

［主要］政 6-1-2-B-2：国際金融システムの安定に向けた国際的な協力への参画 

目標 

Ｇ20議長国として、世界経済の安定のための議論を牽引するとともに、Ｇ７等

の国際的な枠組みにおいて積極的に議論に貢献します。また、ＩＭＦをはじめと

する国際機関及び各国の財務金融当局等との政策対話も積極的に行います。 
達成度

（目標の設定の根拠） 

国際金融システムの安定を実現し、強固・持続可能で、均衡ある、かつ包摂的

な世界経済の成長を生み出すためには国際的な協力が重要なためです。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

 Ｇ20 では、議長国として世界経済の議論等を主導し、開発パートナー間の協調

を促すＧ20 カントリー・プラットフォームのフレームワークの合意、多国間投資

保証機関（ＭＩＧＡ）が提供するリスク保険の強化、ＯＥＣＤ資本移動自由化コ

ードの改訂等を実施しました。また、債務の透明性・持続可能性を確保するため、

債務者及び公的・民間の債権者双方による協働の重要性を再確認しました。 

Ｇ７では、平成 28 年に議長国を務めた経験を踏まえ、フランス議長下におけ

る令和元年７月のＧ７シャンティイ財務大臣・中央銀行総裁会議や、同年８月の

○ 



Ｇ７ビアリッツ・サミットでの「不平等との闘い」に関する議論に積極的に参画

し、世界経済や国際金融システムの安定に向けて大きく貢献しました。 

ＩＭＦの関連では、ＩＭＦ融資制度改革の議論に参画し、建設的な検討を行う

など、ＩＭＦの機能強化に向けて主導的な役割を果たしました。また、ＩＭＦの

ガバナンス向上につながる議論に積極的に参画することで、平成 28 年１月に発

効に至ったＩＭＦの第 14次クォータ一般見直しに続き、第 15次クォータ一般見

直しを令和２年２月に完了させることに貢献しました。 

ＩＭＦの組織の在り方に関しては、ＩＭＦの正統性、有効性、信頼性を高める

ために、ＩＭＦスタッフの出身地域、学業・職業の経歴等、多様性を改善する必

要があることに加え、日本から人材面でも貢献を行う準備があることを引き続き

主張しました（ＩＭＦにおける日本人職員数等（日本人幹部職員数等）について

は、参考指標５参照）。 

上記実績の通り、取組を積極的に推進することができたため、達成度を「○」

としました。 

測
定
指
標
（
定
量
的
な
指
標
）

政 6-1-2-A-1：ＩＭＦによるサーベイランスの実施状況（経済の健全性の調査の実施回数）［新］ 

年度 平成 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 達成度

目
標
値

二国間 － － － － 124

多国間 － － － － 19

実
績
値

二国間 131 117 135 136 119 ×

多国間 19 19 19 19 19 ○

（出所）IMF Annual Report、https://www.imf.org/external/research/index.aspx 

（目標値の設定の根拠） 

国際金融システムの安定を実現するためにはＩＭＦを通じた取組が重要であるため、二国間につい

てはＩＭＦによる二国間サーベイランス（経済の健全性の調査）を実施した回数について、過去 10

年間の平均値を目標として設定しました。また、多国間については、ＩＭＦの各種の多国間サーベイ

ランスレポートの公表回数を基に、今後も同数の公表を継続していくことを目標値としました。

（目標の達成度の判定理由） 

ＩＭＦの二国間サーベイランスは、毎年行われている国が存在する一方、対象国等の国内情勢や負

担等を考慮し、１年以上期間が空く国等もあります。令和元年度においても、ＩＭＦは二国間サーベ

イランスを精力的に実施いたしましたが、結果として、実施回数は目標値の「124」を下回る「119」

だったため、達成度は「×」としました。 

また、多国間サーベイランスの実施回数は目標値を達成したため、達成度は「○」としました。 

施策についての評定 ａ 相当程度進展あり 



政６－１－２に係る参考情報 

参考指標１：国際通貨基金（ＩＭＦ）への主要国出資 

国  名 出資額（億ＳＤＲ） シェア（％）

米 829.9 17.40 

日 308.2 6.46 

中 304.8 6.39 

独 266.3 5.58 

英 201.6 4.23 

仏 201.6 4.23 

（出所）ＩＭＦ公表統計等 
（注）ＳＤＲ（Special Drawing Right）は、金やドル等の既存の準備資産を補完するための公的準備資産として創設されたも

の。１ＳＤＲ＝約1.36米ドル（令和２年４月現在） 

参考指標２：ＩＭＦの融資状況（令和２年３月末現在） 
（単位：億ＳＤＲ） 

一般資金勘定融資残高（借入国：32か国） 656.5

譲許的融資残高（借入国：54か国） 69.8

（出所）ＩＭＦウェブサイト（http://www.imf.org） 

参考指標３：ＩＭＦのキャパシティ・ビルディングの実施状況 

（単位：百万ドル） 

2016財政年度 2017財政年度 2018財政年度 2019財政年度 

自己資金 143 143 145 144

外部資金 142 153 174 178

（出所）ＩＭＦ公表統計等 

参考指標４：ＩＭＦの業績評価 
（単位：％） 

ＩＭＦ研修所での経験に総合的に満足 97

研修に参加した加盟国政府関係者の仕事遂行が向上 95

研修に参加した加盟国政府関係者の政策立案・実施能力が向上 95

ＩＭＦ研修所の研修は、他の機関による同種の研修より価値がある 92

ＩＭＦ研修所を高く評価しており、積極的に良い意見を発信する 39

ＩＭＦ研修所について意見を聞かれた場合、良い意見を発信する 50

（出所）ＩＭＦ公表統計等 

（注）ＩＭＦ研修参加者のスポンサー機関への３年毎の調査（２０１５年） 

評
定
の
理
由

 国際金融システムの安定に関しては、Ｇ20やＧ７における国際的な議論・取組に積極的に参画しまし

た。とりわけ、令和元年度は、Ｇ20議長国として、グローバル・インバランスや高齢化といった、世界

経済が直面する課題に対して、Ｇ20の議論を主導するとともに、「質の高いインフラ投資に関するＧ20

原則」などの国際的な合意を取りまとめるなど、世界経済の持続的発展に大きく貢献しました。 

Ｇ７に関しては、平成28年に議長国を務めた経験を踏まえ、サミット等の議論に積極的に参画し、世

界経済や国際金融システムの安定に向けて大きく貢献しました。 

ＩＭＦに関しては、ＩＭＦのガバナンスや機能強化等の議論に積極的に参画し、第15次クォータ一般

見直しに貢献しました。 

以上を踏まえ、３つの測定指標のうち、主要な測定指標の２つが「○」であるため、当該施策の評

定は、上記のとおり、「ａ 相当程度進展あり」としました。



参考指標５：ＩＭＦにおける日本人職員数等（日本人幹部職員数等を含む） 

平成27年4月 28年4月 29年4月 30年4月 31年4月

日本人職員数 53(18) 55(19) 56(18) 61(19) 63(20)

日本人幹部職員数 6 6 5 6 6

日本人比率 2.45% 2.47% 2.48% 2.64% 2.70%

（出所）ＩＭＦ公表統計等

（注１）（ ）内は女性職員数。

（注２）日本人幹部職員数は、審議役以上を指す。

（注３）マネジメントを含み、サポートスタッフを除く。

参考指標６：ＩＭＦのセーフティネットの規模 

（単位：億ＳＤＲ） 

出資額 3,200 

ＮＡＢ 1,430 

バイ融資 2,520 

（出所）ＩＭＦウェブサイト（http://www.imf.org） 

（注）令和２年３月末現在の融資能力を指す。 

施策 政６－１－３：アジアにおける地域金融協力の推進 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
）

[主要]政6-1-3-B-1：アジアの金融市場における安定のための地域金融協力への取組 

目 標 

ＡＳＥＡＮ＋３財務大臣・中央銀行総裁会議の議論を主導し、チェンマイ・

イニシアティブやアジア債券市場育成イニシアティブ、ＳＥＡＤＲＩＦ等の地

域金融協力や、二国間の金融協力を積極的に推進していきます。 

達成度

（目標の設定の根拠） 

アジア地域での金融協力を強化することが、地域金融市場の安定を図る上で

重要なためです。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

 ＡＳＥＡＮ＋３財務大臣・中央銀行総裁会議プロセスについては、令和元年

５月２日にフィジー・ナンディで開催された同会議において、チェンマイ・イ

ニシアティブ（ＣＭＩＭ）の強化や、ＡＳＥＡＮ＋３マクロ経済リサーチオフ

ィス（ＡＭＲＯ）の能力強化、アジア債券市場イニシアティブ（ＡＢＭＩ）の

推進等、地域金融協力強化のための議論を主導しました。 

ＣＭＩＭについては、同会議において、ＣＭＩＭ契約書の定期的見直しの完

了と、見直しにおける議論を踏まえたＩＭＦとの連携強化を柱とする改訂ＣＭ

ＩＭ契約書が承認されるなど、ＣＭＩＭの強化の点で大きな進展が見られまし

た。 

ＡＭＲＯについては、時事的で分野横断的な課題に関するテーマ別研究の増

加、包括的なサーベイランス・フレームワークの改良及び分析ツールの開発を

はじめとするＡＭＲＯのサーベイランス能力の強化や、ＣＬＭＶ（カンボジア、

ラオス、ミャンマー、ベトナム）をはじめとする域内国家の能力向上のための

技術支援を推進しました。 

更に、ＡＢＭＩについては、同会議において、今後取り組む重点分野等を明

○ 



確化した新中期ロードマップを策定しました。これを踏まえ、ＣＧＩＦ（信用

保証・投資ファシリティ：用語集参照）において、インフラプロジェクトにお

ける現地通貨建ての資金調達の促進に向けた取組の検討を推進するとともに、

現地通貨建て債券の情報を提供するウェブサイトを拡充するなど、新ロードマ

ップに基づく取組を進めました。 

その他、ＡＳＥＡＮ地域の自然災害リスクへの財務強靭性を強化させること

を目的とするＳＥＡＤＲＩＦ（東南アジア災害リスク保険ファシリティ：用語

集参照）については、平成31年４月にＳＥＡＤＲＩＦ保険会社が設立され、ラ

オス・ミャンマーを対象とした災害保険の開始に向けた取組を着実に進めまし

た。 

 二国間財務・金融協力に関しては、中国との間では、平成30年５月の日中首

脳会談で早期実現することが合意された、邦銀の人民元クリアリングバンクと

しての指定や邦銀への債券引受（平幹事）ライセンスの付与が実現しました。

インドとの間では、同国における資本市場の育成に向けた知見の共有や金融規

制緩和に関する協議のほか、両国のマクロ経済についての意見交換を行いまし

た。また、ＡＳＥＡＮ諸国との関係においては、日本円と現地通貨の直接取引

を促進させる観点から、令和元年５月にフィリピン中央銀行との間で日本円＝

フィリンピン・ペソ直接交換に関する意向表明書に署名し、次いで同年12月に

は、インドネシア中央銀行との間で現地通貨の利用促進に係る協力覚書を締結

するなど、アジア各国との二国間金融協力の強化を通じ、アジアにおける金融

市場の環境整備を支援しました。 

上記実績の通り積極的に推進することができたため、達成度を「○」としま

した。 

測
定
指
標
（
定
量
的
な
指
標
）

政6-1-3-A-1：サーベイランスの実施状況（ＡＳＥＡＮ+３財務大臣・中央銀行総裁プロセスにおけ

る実施回数（代理レベル含む））［新］ 

年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 達成度 

目標値 － － － － 3

  ○ 
実績値 3 3 3 3 3

（出所）財務省国際局地域協力課 

（目標値の設定の根拠） 

アジアにおける地域金融協力の推進のために、ＡＳＥＡＮ+３財務大臣・中央銀行プロセスを通じ

たサーベイランスの実施が重要であることから、過去の実績を踏まえ、上記目標値を設定しまし

た。 

（目標の達成度の判定理由） 

サーベイランスの実施状況について、令和元年度においては目標値である「３」を達成したた

め、本測定指標の達成度を「○」としました。 



政6-1-3-A-2：ＡＳＥＡＮ+３における現地通貨建て債券による資金調達の状況（現地通貨建て債

券市場の債券残高）[新](単位：10億米ドル） 

年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 達成度 

目標値 
－ － － － 30年度実績値と

同額以上 ○ 

実績値 9,661 11,046 13,437 14,405 16,036

（注）ＡＳＥＡＮ主要６ヵ国及び中韓の歴年年末時点の残高を記載。 

（出所）Asian Bonds Online（令和２年４月２日時点の公表値） 

（目標値の設定の根拠） 

アジアにおける地域金融協力の推進の観点から、現地通貨建て債券の発行促進を進めていくこと

が重要であることから、これまでの実績を踏まえつつ、30年度と同額以上を目標値として設定しま

す。 

（目標の達成度の判定理由） 

現地通貨建て債券残高については、令和元年度において、目標値である「30年度実績値と同額以上」

を達成したため、本測定指標の達成度を「○」としました。 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評
定
の
理
由

地域金融協力に関しては、令和元年５月にフィジー・ナンディで開催されたＡＳＥＡＮ＋３財務大

臣・中央銀行総裁会議において、ＣＭＩＭの強化、ＡＭＲＯのサーベイランス能力の強化、ＡＢＭＩ

の推進等地域金融協力強化のための議論を主導したほか、ＳＥＡＤＲＩＦに関する取組を着実に進め

ました。 

二国間財務・金融協力に関しては、中国との間では、邦銀の人民元クリアリングバンクとしての指

定や、邦銀への債券引受（平幹事）ライセンスの付与を実現しました。インドとの間では、資本市場

の育成等に関する協議を行いました。これに加え、フィリピン中央銀行との間で日本円＝フィリンピ

ン・ペソ直接交換に関する意向表明書に署名し、また、インドネシア中央銀行との間で現地通貨の利

用促進に係る協力覚書を締結するなど、アジア各国との二国間金融協力の強化を通じ、アジアにおけ

る金融市場の環境整備を支援しました。

以上のとおり、測定指標が「○」であるため、当該施策の評定は、上記のとおり「ｓ 目標達成」

としました。 

政６－１－３に係る参考情報 

参考指標１：チェンマイ・イニシアティブのマルチ化における各国の貢献額と買入可能総額 

貢献額 貢献割合 
借入乗数 

借入可能総額 

（億㌦）（億ドル） （%） 

日中韓 1,920.0 80.00 1,173.0

中国 

中国 

(香港除く) 768.0 
684.0 

32.00 
28.50 0.5 342.0

香港 84.0 3.50 2.5 63.0

日本 768.0 32.00 0.5 384.0

韓国 384.0 16.00 1 384.0



ＡＳＥＡＮ 480.0 20.00 1262.0

インドネシア 91.04 3.793 2.5 227.6

タイ 91.04 3.793 2.5 227.6

マレーシア 91.04 3.793 2.5 227.6

シンガポール 91.04 3.793 2.5 227.6

フィリピン 91.04 3.793 2.5 227.6

ベトナム 20.0 0.833 5 100.0

カンボジア 2.4 0.100 5 12.0

ミャンマー 1.2 0.050 5 6.0

ブルネイ 0.6 0.025 5 3.0

ラオス 0.6 0.025 5 3.0

合計 2,400.0 100.00 2,435.0

（出所）国際局地域協力課調（令和２年３月時点） 

参考指標２：日本―ＡＭＲＯ特別信託基金が実施するメンバー国向けのキャパシティ・ビルディングの 

実施件数 

27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

- 1 6 5 10

（出所）国際局地域協力課調（令和２年３月時点） 

参考指標３：アジア諸国との二国間通貨スワップ取極 

インドネシア フィリピン シンガポール タイ インド

契約日 平成30年10月14

日 

平成30年10月6日 平成30年5月21日 平成30年7月23

日

平成31年2月28

日

スワップ額 日→尼：227.6

億ドル相当

日→比：120億ド

ル相当

日→星：30億ドル

相当

日→泰：30億ド

ル相当

日→印：750億

ドル相当

― 比→日：5億ドル 星→日：10億ドル 泰→日：30億ド

ル

印→日：750億

ドル相当

（出所）国際局地域協力課、国際局調査課調（令和２年３月時点） 

施策 
政６－１－４：テロ資金や北朝鮮の核関連及び大量破壊兵器の拡散等に関連する資金等による国際金

融システムの濫用への対応 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
）

[主要]政6-1-4-B-1：テロ資金・マネーロンダリングへの国際的な枠組みの中での対応及び国連安保理

決議等に基づく制裁措置の適切な実施等 

目 標 

国連安保理決議等を踏まえ、外為法に基づく制裁措置を適時に実施する等、対

外取引に対して適切な管理・調整を実施していきます。 

また、国際社会と協調し、資金洗浄・テロ資金供与対策に関するＦＡＴＦ勧告

の実施等を関係省庁等と協力して推進していきます。 

 更に、金融機関等における外為法等の遵守態勢の整備・強化を図るとともに、

制裁措置の実効性の確保及びＦＡＴＦ勧告の着実な実施等を図るため、適切に外

国為替検査を実施していきます。 

達成度



（目標の設定の根拠） 

国連安保理決議等を踏まえた外為法に基づく制裁措置及びＦＡＴＦ勧告の着

実な実施等が、国際金融システムの安定に資するためです。 

実績及び目標

の達成度の判

定理由 

 国連安保理決議等を踏まえ、タリバーン関係者等その他のテロリスト等（以下

「テロリスト等」といいます。）に対して、外為法に基づく資産凍結等の措置を

着実に実施しました。 

テロリスト等に対しては、平成13年９月以降、累次にわたって外為法に基づく

資産凍結等の措置を講じてきており、令和元年度においては、19個人・団体を措

置の対象に追加し、７個人・団体に対する措置を解除しました。これにより、同

年度末時点で外為法に基づく資産凍結等の措置の対象に指定されているテロリ

スト等は、計522個人・団体となりました（参考指標１参照）。

特に、タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置については、ＦＡＴＦ勧

告を踏まえ、国連安保理決議による対象者の指定から外為法に基づく資産凍結等

の措置の実施までの日数を短縮することにより、国際基準に基づく速やかな資産

凍結を着実に進めました。また、北朝鮮及びイランに関しては、ＦＡＴＦ全体会

合において採択された資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥を有する国・

地域に係る声明を金融機関等に周知し、引き続き適切な対応を求めました。

また、関係省庁と緊密に連携して、ＦＡＴＦ勧告の履行に係る有効性を高める

取組を推進し、令和元年度から行われている第四次対日相互審査（注）に向けた

対応を着実に進めたほか、国内のＦＡＴＦ勧告実施を推進するため、他国の審査

に係る会合を含め、ＦＡＴＦ関連会合にも出席し、他国の事例等に関する情報を

収集して国内の関係者に積極的に還元しました。 

（注）平成24年に策定されたFATF勧告を用いた審査であり、法令整備状況に加え、有効性も

審査対象となっています。

更に、財務局とも連携し、「外国為替検査ガイドライン」（注）に基づく外国

為替検査を行い、資産凍結等の措置の実効性の確保及びＦＡＴＦ勧告の着実な実

施等を行いました。 

（注）外国為替検査ガイドラインは、検査先が主体的かつ積極的にリスクベースアプローチ

を踏まえた外為法令等の遵守を促進できるよう、必要な態勢整備等に関する具体的な検

査項目が定められています。 

令和元年度は計109の金融機関等に対し外国為替検査を実施し、北朝鮮関係送

金などのリスクが高い分野に重点を置いた検査を実施しました。また、計238の

金融機関に対しオフサイト・モニタリングを実施し、外為法令等を遵守するため

の内部管理態勢の状況を事前に把握するとともに、個別の検査にて検証し、金融

機関等の外為法等の遵守態勢の強化・整備を図りました。 

上記のほか、令和元年度は、計15の各業界団体が主催する説明会等の機会を捉

え、資産凍結等の措置の実効性の確保及びＦＡＴＦ勧告の着実な実施に係る講演

を実施しました。 

 更に、対内直接投資審査制度に関して、令和元年５月には、国の安全の見地か

ら安全保障上重要な技術の流出や生産・技術基盤の喪失等を防ぐため、集積回路

製造業等を届出審査対象業種に追加する告示改正を行い、同年９月には、外国投

資家による日本企業への投資手法や経営への関与手法が多様化していることを

踏まえ、外為法に基づく事前届出及び事後報告が必要となる対内直接投資等に該

○ 



当する行為を見直す政省令改正を行いました。また、我が国経済の健全な発展に

寄与する対内直接投資を一層促進するとともに、我が国の安全等を損なうおそれ

のある投資に対応する観点から、同年11月に外為法の改正を行いました。改正に

おいては、一定の基準の遵守を前提に株式取得時の事前届出を免除する制度（取

得時事前届出免除制度）を導入するとともに、上場会社の取得時事前届出の閾値

を10％から１％に引き下げたほか、役員への就任及び指定業種に属する事業の譲

渡・廃止についての行為時事前届出を導入するなどの事前届出対象の見直しを行

いました。また、対内直接投資審査の能力強化を図るため、国内外の行政機関と

の間での情報交換連携のための規定を整備しました。 

 以上のとおり、令和元年度においては、外為法に基づく資産凍結等の措置を行

ったほか、ＦＡＴＦ勧告の履行に係る有効性を高める取組を推進するとともに、

これらの着実な実施のための外国為替検査及び対外的な情報発信を適切に実施

したこと、更には対内直接投資審査制度の見直しを行ったことから、達成度を

「○」としました。 

測
定
指
標
（
定
量
的
な
指
標
）

政6-1-4-A-1：外国為替及び外国貿易法に基づく制裁措置の適時実施［新］ 

年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 達成度

目標値 
割合(%) 

(b)/(a) 

－ － － － 100.00 

○ 

実績値 

割合(%) 

(b)/(a) 

100.00 100.00 100.00 － 100.00 

(a)国連安保理決

議等を踏まえた

外務省告示を新

規発出又は廃止

した件数 

3 1 2 0 1 

(b)外務省告示の

整備と同日に財

務省告示を整備

した件数 

3 1 2 0 1 

（目標値の設定の根拠） 

制裁措置の適時実施のためには、制裁の対象者等を指定する外務省告示が制定された場合、これに

対応し迅速に財務省告示を整備することが重要であるため、上記目標値（割合）を設定しました。 

（目標の達成度の判定理由及び判断基準）） 

令和元年度においては、制裁の対象者等を指定するために新規発出された外務省告示１件につい

て、同日中に財務省告示を整備し、外為法に基づく制裁措置を適時に実施したことから、達成度を

「○」としました。 



政6-1-4-A-2：外国為替検査の実施状況［新］ 

年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 達成度

オフサイト・

モニタリング

の実施件数

目標値 - - - - 249 

○ 
実績値 - - - 249 238 

外国為替検査 

の実施件数 

目標値 - - - - 110 
○ 

実績値 144 137 127 123 109 

（注）オフサイト・モニタリングとは、平成30年の外国為替検査ガイドラインの制定に伴い、これまで実施していた内

部監査ヒアリングを改組し、外為法令等を遵守するための内部管理態勢等に係る報告を求めるもの。 

（目標値の設定の根拠） 

制裁措置の実効性の確保及びＦＡＴＦ勧告の着実な実施等を進めていくために、外為業務の状況や

外為法令等を遵守するための内部管理態勢等を定期的かつ継続的に把握するオフサイト・モニタリン

グや、外為法令等の遵守状況及び内部管理態勢を検証する立入検査を実施しており、いずれも30年度

の実績および検査予定を参考に目標値を設定しました。 

（目標の達成度の判定理由） 

令和元年度のオフサイト・モニタリングは対象となる全金融機関に実施しましたが、実施件数の目標値を

下回りました。これは、金融機関の統合(３機関)や外国送金業務の取り扱いの廃止(８機関)によりオフサイ

ト・モニタリングの実施対象となる金融機関が年度途中に 11機関減少したことに起因するものです。また

外国為替検査の実施件数がわずかに目標値を下回りましたが、これは新型コロナウイルス感染症の拡大への

対応として、令和２年３月中の検査を見合わせたことに起因するものです。これらのことから、外国為替検

査の実施状況の達成度は、「○」としました。 

政6-1-4-A-3：外国為替検査等に関する説明会の実施状況（外為法令等遵守に係る説明会実施回数）［新］

年度 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 達成度

目標値 - - - - 12 
○ 

実績値 - 8 18 34 15 

（目標値の設定の根拠） 

外為業務の取扱を行っている金融機関等に対し、外為法令等遵守のための説明会を各財務局・業界

団体が主催する機会を捉えて実施しており、30年度は外国為替検査ガイドラインを制定したため同ガ

イドラインに係る説明会を行いましたが、令和元年度は大幅な法令等の改正が予定されていないこと

から、説明会を月１回程度実施するよう上記目標値を設定しました。 

（目標の達成度の判定理由） 

令和元年度において、外為法令等遵守に係る説明会を適切に実施しましたので、達成度は「○」と

しました。 



施策についての評定 ｓ 目標達成 

評
定
の
理
由

テロリスト等に対して、国連安保理決議に基づく資産凍結等の措置を適切に実施しました。

また、ＦＡＴＦ勧告実施のため、関係省庁と緊密に連携して取組を推進するとともに、ＦＡＴＦ関連

会合に出席して収集した情報を国内に還元するなど、令和元年度より行われている第四次対日相互審査

に向けた対応を進め、ＦＡＴＦ勧告の実施に向けた取組を進めました。資産凍結等の措置の実効性の確

保及びＦＡＴＦ勧告の着実な実施等を図るため、北朝鮮関係送金などのリスクが高い分野に重点を置い

た外国為替検査を実施するとともに、オフサイト・モニタリングを実施し、外為法令等を遵守するため

の内部管理態勢の状況を事前に把握するとともに個別の検査にて検証し、金融機関等の外為法等の遵守

態勢の強化・整備を図りました。 

上記のほか、各財務局や業界団体が主催する説明会等において、資産凍結等の措置の実効性の確保及

びＦＡＴＦ勧告の着実な実施等に係る講演を実施しました。 

更に、外為法に基づく対内直接投資審査制度に関して、制度所管省庁として事業所管省庁と連携し、

対内直接投資の一層の促進と国の安全等を損なうおそれへの対応との双方の見地から見直しを行いま

した。 

以上のとおり、測定指標が「○」であるため、当該施策の評定は、上記のとおり「ｓ 目標達成」と

しました。 

政６－１－４に係る参考情報 

参考指標１：テロリスト等に対する我が国による資産凍結措置対象者数【再掲（総５－１：参考指標３）】 

参考指標２：外国為替検査日程の短縮等を行った検査対象先の割合 

令和元年度 

検査日程の短縮等を行った 

検査対象先の割合 
22/109 

参考指標３：ＦＡＴＦ関連会合への出席回数 

平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

出席回数 24 22 28 36 41

参考指標４：ＦＡＴＦ勧告に係る演習・研修への参加状況 

平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

参加回数 0 0 0 5 2

参加人数 0 0 0 15 2

参考指標５：対内直接投資に係る届出件数 

平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 

届出件数 493 665 612 594 1,946

（参考） 

事後報告件数 
2,734 2,578 3,414 3,639 3,523



評

価

結

果

の

反

映

以下のとおり、上記の政策を引き続き実施します。 

 今後とも、Ｇ20声明やＧ７声明で確認されている考え方を踏まえつつ、各国当局との意見交換や国際

協調等を行うなど、外国為替市場の安定に向けた取組を行っていきます。また、外国為替資金特別会計

の保有する外貨資産に関しては安全性及び流動性に 大限留意しつつ、この制約の範囲内で可能な限り

収益性を追求する運用を行い、我が国通貨の安定を実現するために必要な外国為替等の売買に備えま

す。 

 世界経済の持続的発展等を目的として、Ｇ20やＧ７等の国際的な枠組において積極的に貢献します。

とりわけ、前年のＧ20議長国として、本年の議長国であるサウジアラビアの議長国運営をサポートしつ

つ、Ｇ20における議論を主導します。 

国際機関及び各国の財務金融当局等との政策対話も積極的に行います。新型コロナウイルスの感染拡

大に伴う様々な影響に留意しつつ、引き続きＩＭＦのガバナンスや機能強化の議論に積極的に貢献する

とともに、ＩＭＦによる二国間及び多国間サーベイランスを通じた国際金融システムの安定の実現に取

り組みます。 

ＡＳＥＡＮ＋３財務大臣・中央銀行総裁プロセスでは、ＣＭＩＭ、ＡＭＲＯの強化及びＡＢＭＩを推

進していきます。 

また、ＡＳＥＡＮ諸国との二国間金融協力の枠組等を通じて、より率直かつ密接な意見交換を行って

いきます。 

 各国・関連国際機関等との協力、外為法及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（平成19年3

月31日法律第22号。以下「犯収法」といいます。）の実効性の確保や、令和元年度より行なわれている第

四次対日相互審査への対応を含むＦＡＴＦ勧告の実施に向けた更なる取組の推進、テロリスト等に係る

資産凍結等の措置等を適切に実施していきます。併せて、外国為替業務を行っている金融機関等を対象

とするオフサイト・モニタリングの結果を考慮しつつ、外国為替検査を適切に実施していきます。更に、

改正外為法の関連政省令等の適切な整備や対内直接投資審査制度の内容の周知等を通じ、対内直接投資

審査制度を円滑かつ着実に運用していきます。 

また、令和元年度政策評価結果を踏まえ、国際的な取組への参画及び外国為替資金の運営のため、必

要な経費の確保に努めます。 

財務省政策評価懇談

会における意見 
該当なし 

政策目標に係る予算額 

区 分 平成29年度 30年度 令和元年度 ２年度 

予算の 

状況 

（千円） 

当初予算 613,964,179 670,436,698 746,261,160 683,925,927

補正予算 － － － 

繰 越 等 － － N.A.

合    計 613,964,179 670,436,698 N.A.

執行額（千円） 69,921,708 84,670,611 N.A.

（概要） 

外国為替等の売買に運用される外国為替資金の運営に必要な経費等です。 

（注）令和元年度「繰越等」、「執行額」等については、令和２年11月頃に確定するため、令和２年度実績評価書に掲載予定です。



政策目標に関係する

施政方針演説等内閣

の主な重要政策 

第198回国会 総理大臣施政方針演説（平成31年１月28日） 

成長戦略実行計画（令和元年６月21日閣議決定） 

政策評価を行う過程

において使用した資

料その他の情報 

外国為替等の状況：国際収支状況、本邦対外資産負債残高、外貨準備等の状況、外国為

替資金特別会計の外貨建資産の内訳及び運用収入の内訳等、外国為替平衡操作実施状況

（月ベース）、外国為替平衡操作実施状況（日ベース）、オフショア勘定残高、対外及び

対内証券売買契約等の状況（財務省ウェブサイト） 

前年度政策評価結果

の政策への反映状況 

 Ｇ20声明やＧ７声明で確認されている考え方を踏まえつつ、各国当局との意見交換や

国際協調等を行うなど、外国為替市場の安定に向けた取組を行いました。また、外国為

替資金特別会計の保有する外貨資産に関しては、安全性及び流動性に 大限留意しつ

つ、この制約の範囲内で可能な限り収益性を追求する運用を行い、我が国通貨の安定を

実現するために必要な外国為替等の売買に備えました。 

 世界経済の持続的発展等を目的として、Ｇ20やＧ７等の国際的な枠組を通じ、国際機

関及び各国の財務金融当局等との政策対話を積極的に行うなど、一層協働して国際金融

システムの安定に向けた取組を進めました。議長国として臨んだＧ20については、令和

元年６月に福岡で開催されたＧ20財務大臣・中央銀行総裁会議等において、日本の運営

についてＧ20各国から高い評価を得ました。特にＧ20福岡においては、グローバル・イ

ンバランスや高齢化といった、世界経済が直面する課題に対して、Ｇ20の議論を主導す

るとともに、「質の高いインフラ投資に関するＧ20原則」などの国際的な合意を取りま

とめるなど、世界経済の持続的発展に大きく貢献しました。またＩＭＦのガバナンスや

機能強化の議論に積極的に貢献しました。 

 ＡＳＥＡＮ＋３財務大臣・中央銀行総裁プロセスでは、ＣＭＩＭ、ＡＭＲＯの強化及

びＡＢＭＩを推進しました。また、アジア各国との二国間金融協力の枠組等を通じて、

率直かつ密接な意見交換を行いました。 

 各国・関連国際機関等との協力、外為法及び犯収法の実効性の確保、令和元年度より

行なわれている第四次対日相互審査への対応も見据えたＦＡＴＦ勧告の実施に向けた

更なる国内措置の検討、テロリスト等に係る資産凍結等の措置等を適切に実施しまし

た。併せて、外国為替業務を行っている金融機関等を対象とするオフサイト・モニタリ

ングの結果を考慮しつつ、外国為替検査を適切に実施しました。

また、平成30年度政策評価結果を踏まえ、国際的な取組への参画及び外国為替資金の

運営のため、必要な経費の確保に努めました。 

担当部局名 
国際局（総務課、調査課、国際機構課、地域協力課、為

替市場課） 
政策評価実施時期 令和２年９月 




