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要　　約
　長年に渡って円相場の為替変動を経験してきた日本企業は，それぞれの業種に合った為
替リスク管理体制やインボイス通貨選択の下で為替変動の影響を緩和する様々な工夫を
行ってきた。本稿の目的は，長期間で推計した業種別の為替エクスポージャーと為替リス
ク手法を代理するデータを用いて，為替リスク管理の効果について検証することである。

推計された業種別の為替エクスポージャーは，2000 年代以降に値が大きくなっている
ことが確認された。さらに，為替エクスポージャーを非説明変数とし，為替リスク管理手
法を代理する説明変数を用いてプーリング推計，およびパネル分析を行った結果，海外生
産比率が高まる（現地法人数が増加する）ほど為替エクスポージャーが増加することが示
された。これは，海外生産移転により為替取引リスクが低減するというオペレーショナル・
ヘッジの効果よりも，企業の外貨建て資産が増加する際に生じる為替換算リスクや，海外
生産移転後に予期せぬ為替変動により採算が悪化するという経済性リスクが高まっている
ことを示唆するものである。

�キーワード：�為替リスク，為替エクスポージャー，オペレーショナル・ヘッジ，フィナ
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Ⅰ．はじめに

　世界的な金融危機後，日本円は米ドル，ユー
ロなどの主要通貨のみならず，東アジア通貨に
対しても大きく変動している。こうした為替
レートの変動は，短期的に日本の輸出企業の業
績に大きな影響を与えるばかりでなく，中長期

的にはアジアをはじめ世界中に展開する生産拠
点の配置など，海外経営戦略にも影響を及ぼす。
さらに，この影響の度合いは，企業がどのよう
な貿易建値通貨（インボイス通貨）を選択して
いるか，どのような為替リスク管理体制をとっ
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ているかによっても大きく左右される。
　長年に渡って円相場の為替変動を経験してき
た日本企業は，洗練された為替リスク管理手法
を開発し，それぞれの業種に合ったインボイス
通貨選択行動を行い，為替変動の影響を緩和す
る様々な工夫を行ってきた。輸出企業を例にす
ると，為替市場を通じた先物為替予約やオプ
ション取引により為替リスクをヘッジし，本社
と子会社間の企業内取引において外貨建ての債
権と債務を相殺することで，為替エクスポー
ジャーそのものの減少を図っている。こうした
為替リスク管理は，企業規模が大きくなるほど，
海外市場への売上高が多いほど活発であること
が先行研究で示されている（Ito,�Sato,�Koibuchi,�
and�Shimizu.�2010,�2012,�2018）。さらに，イン
ボイス通貨選択によっても為替リスクは異な
る。もし円建てで輸出しているのであれば，短
期的に為替リスクに晒されることはない。しか
し，実際には日本企業の多くはドル建てで輸出
しているため，将来受け取り外貨の円換算額を
確定するためには先物為替予約などを通じて為
替リスクをヘッジする必要がある。また，為替
相場の変動をどのような頻度，かつどの程度の
割合で輸出価格に反映させるかという為替レー
トのパススルーも為替リスクに影響を与えるだ
ろう。
　本稿の目的は，1990 年代以降に二度の歴史
的な円高を経験した日本企業の為替リスク管理
に注目し，アジアにおけるプロダクションネッ
トワークの拡大や人民元の国際化など，日本の
製造業を取り巻く環境に様々な変化が見られる
中で，為替リスク管理の効果について業種別の
データを用いて実証分析を行うことで，何らか
の政策インプリケーションを提示することであ
る。企業が直面する為替リスクは，企業が保有
する外貨建ての債権・債務の大きさに左右され
る。ここで，為替エクスポージャーを企業がど

れだけ為替変動リスクに晒されているのかを測
る尺度と定義すれば，その企業が抱えている為
替エクスポージャーが大きいほど，為替変動に
よるリスクは大きいことになる。製造企業の海
外売上高の増加に伴い，企業が直面する為替エ
クスポージャーは増大していると考えられる
が，どのような為替リスク管理手法がエクス
ポージャーの低減に効果的なのだろうか。リー
マンショック後の歴史的な円高局面において，
日本企業の海外生産移転が加速され，製造業の
海外生産比率（国内全法人ベース）は，2015
年度には 25.3％と過去最高を記録した1）。その
後のアベノミクスによる円安転換で一部の製造
業で国内回帰も見られるものの，海外生産比率
は 20% 台を維持している。また，日本企業の
貿易建値通貨選択に目を向けると，日本の製造
業の多くが生産ネットワークを展開するアジア
向けの輸出では 2012 年以降ドル建比率が 5 割
以上となり，円建て比率を上回っている2）。こ
のような為替リスク管理に関わる変化が製造業
の為替エクスポージャーにどのような影響を与
えているのかは，人口減少による内需の低下に
より今後も海外生産比率の上昇が予想される日
本の製造業にとって重要なテーマの一つである。
　日本の輸出企業の為替リスクマネジメントと
その効果について企業データを用いて分析を
行った先行研究として，Ito,�Sato,�Koibuchi,�and�
Shimizu（2016a）がある。これは，経済産業
研究所が 2009 年に実施した「日本企業の貿易
建値通貨の選択に関するアンケート調査」によ
り得られた個別企業の回答をもとに，該当企業
の株価データにより計測された為替エクスポー
ジャーを非説明変数として，日本の輸出企業の
インボイス通貨選択と為替リスク管理の特徴と
両者の関係を分析したものである。その結果，
ドル建てシェアが高ければ高いほど，企業の為
替エクスポージャーは大きくなるが，オペレー

１�）海外事業活動基本調査（経済産業省）による。
２�）貿易取引通貨別比率のデータ（財務省関税局）によると，アジア向け輸出においける通貨別比率は，2011

年上半期には円建て 49.3％，ドル建て 48.6% と拮抗していたのが，2017 年度上半期にはドル建て 49.5％，円
建て 44.6% となっている。
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ショナル・ヘッジやファイナンシャル・ヘッジ
といった為替リスク管理を組み合わせて行うこ
とにより，為替エクスポージャーを減少させる
ことが確認された。これは日本・アジア間の貿
易でドル建てシェアが円建てシェアを上回って
いることを正当化する結果といえる。同時に，
円建て取引が高いほど為替エクスポージャーは
小さく，円建て取引は企業の為替エクスポー
ジャーの減少に役立っていることも確認された。
　本稿では，Ito,� Sato,� Koibuchi,� and� Shimizu
（2016a）で行った分析を個別企業から業種別
製造業の株価に応用し，長期のデータを用いて
業種別の為替エクスポージャーがどのように変
化してきたのかを推計する。これにより，日本
の製造業を取り巻く環境が変化する中で，貿易
建値通貨選択をはじめとする為替リスク管理手
法が為替エクスポージャーにどのような効果を
もたらしているのかについて実証分析を試み
る。為替リスク管理手法の中でも，従来の為替
リスク管理手法であるファイナンシャル・ヘッ

ジやオペレーショナル・ヘッジに加えて，貿易
建値通貨選択や為替レートのパススルーに注目
し，長年為替相場の変動に直面し様々な対応を
迫られてきた日本の製造業が行ってきた為替リ
スク管理が為替エクスポージャーの減少に役
立ってきているのかどうかについて考察する。
　本稿の構成は以下の通りである。第 1 節では，
主な為替リスク管理手法について説明し，為替
リスク管理に関わる先行研究について概観す
る。第 2 節では，為替エクスポージャーの推計
手法を先行研究に基づいて説明した上で，業種
別株価指数を用いて為替エクスポージャーを推
計し，その結果を提示する。第 3 節では，2 節
で推計した業種別の為替エクスポージャーを非
説明変数として用い，為替リスク管理を代理す
る説明変数を用いて，様々な為替リスク管理手
法が為替エクスポージャーにどのような効果を
与えているのかについてパネル分析を行う。第
4 節では，実証結果の考察と政策インプリケー
ションをまとめる。

Ⅱ．企業の為替リスク管理とは

Ⅱ－１．企業が直面する為替リスクの種類
　企業は様々な為替リスクに直面している。こ
こで定義する為替リスクとは，為替相場変動に
より外貨建て資産や外貨建て負債の自国通貨換
算額が変化し，予想しなかった利益や損失が生
じる不確実性のことである。為替リスクに晒さ
れている外貨建て資産・負債のことをエクス
ポージャーというが，為替リスクの大きさは，
どのような通貨に対してエクスポージャーを
持っているのか，その大きさはどれくらいか，
そして，その通貨に対する自国通貨の為替相場
の変動幅の大きさはどれくらいか，という要因
で決まる。企業は，自社が直面するエクスポー
ジャーを正確に把握するとともに，その為替リ
スクをどのような目的で管理するのかを定めた

上で，自社の業態に合わせて為替リスク管理体
制を整えることが必要となる。
　企業が抱える為替リスクは，輸出入に関わる
ことのみならず，原材料の調達や資金調達方法，
どこで何を製造するかなどの立地選択も含め
て，様々な分野に及んでおり，リスクヘッジの
観点から為替取引リスク，為替換算リスク，為
替経済性リスクの 3 つに大別される。以下，そ
れぞれの性質についてまとめる。
・為替取引リスク
　　―�為替相場の変動によって決済時に自国通

貨建ての換算金額が変動するリスク。例
えば，1 ドル 110 円の想定レートでドル
建て輸出した後，決済時に 100 円と円高
になれば，円での手取り金額は減少する。
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　　―�キャッシュフローを伴う一般的な為替リ
スクとして，為替市場で先渡し為替予約・
為替オプションを用いることで，ヘッジ
される。

・為替換算リスク
　　―�企業の財務諸表に計上された外貨建て資

産・負債の評価額が，為替相場の変動に
よって増減するリスク。

　　―�決算時期には，時価評価が原則となって
おり，損益計算書において為替差益，ま
たは差損として計上される。

　　―�ただし，為替差益，差損は会計上の記帳
に留まり，実際のキャッシュフローは伴
わないため，リスクヘッジなどの対象と
していない企業が多い。

　　―�海外子会社の財務諸表について連結決算
を行う際に為替換算調整勘定として把握
される。

・為替経済性リスク
　　―�為替相場の変化によって価格競争力が影

響される，あるいは企業の生産構造に変
化が生じるなど，企業の経営全般から捉
えるリスク。

　　―�例えば，円高が定着したと判断し，製造
コストの観点から海外生産拠点を設け
て，国内の生産ラインを停止した場合に，
そのまま円高が続けばよいが，もし急激
に円安に転じたとしても，企業は一度海
外移転したものを容易に国内生産に回帰
することは難しい。

　　―�このように為替相場の変動が企業経営全
体に影響を与えるリスクであり，リスク
ヘッジなどの対象とするのは難しい。

　通常為替リスクヘッジの対象となるのは，実
際にキャッシュフローが伴う為替取引リスクで
ある。多くの日本企業は各々の有価証券報告書
において「輸出入取引により生じる短期の外貨
建債権債務に対してヘッジを行っているが，為
替レートの変動リスクを完全に取り除くことは
できない」と明記しており，為替リスクのヘッ
ジが困難であることを示している。為替換算リ

スクについては，為替換算調整勘定が包括利益
の一項目として導入されてから，ヘッジ対象と
して対応を検討する企業も見られる。一方で，
トヨタのように「換算リスクは報告上の考慮事
項に過ぎず，その基礎となる業績を左右するも
のではなく，換算リスクに対してヘッジを行っ
ていない」と有価証券報告書（2017 年度 3 月
期）に明記する企業もあり，その対応について
はまだ流動的である。米国のみならず，アジア
をはじめとした新興諸国に海外投資を積極的に
展開する日本企業が増加する中，為替換算リス
クのヘッジにどのように対応すべきかは今後の
重要な課題である。

Ⅱ－２．為替リスクヘッジのための手法の分類
　それでは，企業はどのように為替リスクヘッ
ジを行っているのだろうか。ここでは，前述し
た為替取引リスクを対象として考える。為替リ
スクヘッジ代表的な手法としては，為替市場を
通じてヘッジするファイナンシャル・ヘッジ
と，企業活動を通じて為替リスクの管理するオ
ペレーショナル・ヘッジ，また財務諸表上の分
類としてデリバティブ・ヘッジとナチュラル・
ヘッジに分類することができる。以下，図 1 に
沿ってそれぞれの特徴を説明する。
　ファイナンシャル・ヘッジは，為替市場にお
けるデリバティブを利用して，為替換算リスク
をヘッジする手法である。一般的には，銀行と
の相対取引による為替予約，すなわち先渡し取
引（フォワード）が利用されている。Ito,�Sato,�
Koibuchi,�and�Shimizu（2012,�2016）で取り扱っ
たアンケート調査結果では，8 割以上の企業が
フォワードによる為替ヘッジを行っていると回
答していた。さらに，大企業などを中心に為替
オプションも活用されているが，オプション料
（プレミアム）が比較的高いこと，会計処理が
複雑なことから，中小企業ではあまり使われて
いない。また中長期の外貨建て資金の調達手段
として，通貨スワップなども利用されている。
フィナンシャル・ヘッジ，かつナチュラル・ヘッ
ジの手法として，外貨建て債務がある3）。これ
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は，例えば将来の外貨の受け取りに対して同じ
通貨の外貨建て債務を持つことによって為替リ
スクを相殺する手法である。
　オペレーショナル・ヘッジの手法は業態に
よって様々であるが，代表的なものは海外に生
産拠点を移転することによって輸出の際に生じ
る為替リスクそのものを解消するというもので
ある。また，日本の本社と海外生産拠点間の貿
易取引（企業内貿易）では，輸出による外貨の
受取と輸入による外貨の支払いを相殺する（マ
リー），国内外で外貨の債権と債務を相殺する
（ネッティング）など，外貨建てのエクスポー
ジャーを削減する手法が使われる。この際に，
外貨支払い決済時期を早めたり（リーズ），遅
らせたりする（ラグス）ことで，より効率的に
エクスポージャーを管理する。さらに，海外拠
点で発生する外貨建てのエクスポージャーを全
社的なトレジャリーセンターで集中的に管理す
る（プーリング）というケースも増えている4）。
　上記の手法に加えて，貿易建値通貨の選択，
すなわちどの通貨を貿易建値として利用するか
という選択も為替リスク管理手法の重要な要素

である。もし日本の輸出企業が円建てで輸出で
きるのであれば，為替取引リスクは生じない。
さらに，為替変動に対して輸出価格の変更を行
うことができるかどうか（為替レートのパスス
ルー）という価格設定も為替リスク管理の一つ
として考慮する必要がある。例えば，ドル建で
輸出をしていても，円高になった際にドル建の
輸出価格を上げることができるのであれば（こ
の場合はパススルーしている），為替リスクを
顧客に押しつけていることになり，輸出企業は
予定していた円換算額を手に入れることができ
る。Ito,�Sato,�Koibuchi,�and�Shimizu.�（2016a）�
で行った実証分析結果でも，円建て取引シェア
が高いほど為替エクスポージャーが小さいこと
を確認している。一方で，日本の輸出企業の貿
易建値通貨選択の要因を分析した Ito,� Sato,�
Koibuchi,�and�Shimizu.�（2010,�2012）では，円
建てを選択できる重要なファクターとして対外
輸出競争力が高いことを挙げ，必ずしも多くの
輸出企業が円建てを選択できるわけではないこ
とを示している。
　本稿では，以上 4 種類の為替リスク管理手法

３�）ナチュラル・ヘッジとは，貸借対照表や損益計算書の資産あるいは負債，収益あるいは費用のどちらかに
外貨建て項目が存在すれば，その反対側に同額の外貨建て項目を置くことによってリスクを相殺する手段で
ある。

４�）たとえば，SONY はグローバルなトレジャリーセンターをロンドンと香港に配置して，為替リスクを管理
している。

図１　為替リスクヘッジの代表的な手法と分類

筆者の作成による。
（注）　ヘッジ手法の部分は Döhring（2008）による。
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を代理する変数を用いて，それぞれの手法が為
替エクスポージャーに与える影響について実証
分析を行う。

Ⅱ－３．為替リスク管理に関する先行研究
　為替リスク管理に関する先行研究は数多くあ
るが，特に本稿と同様に為替エクスポージャー
を推定して，為替リスク管理の効果を図る代表
的な実証研究は以下のようにまとめられる。
フィナンシャル・ヘッジについて，Friberg�

（1998）はフォワードマーケットの存在は外貨
建て取引をより容易にしていることを示唆し
た。フィナンシャル・ヘッジとオペレーショナル・
ヘッジの役割については，Allayannis,� Ihrig,�
and�Weston�（2001）はオペレーショナル・ヘッ
ジが必ずしも為替リスク管理を代替するもので
はなく，フィナンシャル・ヘッジと組み合わせ
ることにより効果を発揮することを示した。逆
に，Pantzalis,�Simkins,�and�Laux�（2001）は多
国籍企業にとってオペレーショナル・ヘッジは
為替リスク管理上重要な役割を果たしていると
した。また，Kim,�Mathur,�and�Nam�（2006）は，
オペレーショナル・ヘッジは長期的なエクス
ポージャーの管理において効果的である一方，
フィナンシャル・ヘッジは短期的なエクスポー
ジャーの管理において効果的であることを示し
た。貿易建値通貨選択に関わる研究では，欧州
企業のデータを用いて分析した Döhring（2008）
は，ユーロ導入後のユーロ建て取引の増加は欧
州企業が為替取引リスクを相手側に押しつける

ことができるという点で重要な役割を果たして
いると評価する一方で，為替変動による国際競
争力の変化に対して自国通貨建てや為替リスク
ヘッジは必ずしも有効ではないことを示唆し
た。また，為替レートのパススルーについて，
Bartram,�Brown�and�Minton�（2010）は，様々
なヘッジ手段を利用することで企業は為替変動
の影響を緩和しているとした上で，為替のパス
スルーも為替リスクを緩和させる一つの手法で
あることを示した。
　日本企業を対象とした為替リスク管理に関す
る研究として，日本の代表的な輸出企業 23 社
に行ったインタビュー結果に基づいた Ito,�
Sato,� Koibuchi,� and� Shimizu.�（2010,� 2012）が
ある。彼らは，アジアで日本企業のドル建てシェ
アが高いのは，アジアに拡大した生産ネット
ワークでの企業内貿易において，本社・アジア
の現地法人間の取引をドルに統一し，本社で為
替リスク管理を集中的に行うためであることを
示した。また，2009 年に実施された日本輸出
企業を対象としたアンケート調査の回答に基づ
いた Ito,�Sato,�Koibuchi,�and�Shimizu.�（2016a）
は，ドル建てシェアが高いほど企業の為替エク
スポージャーは大きいことを示した上で，オペ
レーショナル・ヘッジやファイナンシャル・ヘッ
ジといった為替リスク管理を組み合わせて行う
ことにより，為替エクスポージャーを減少させ
ていること，円建て取引シェアが高いほど為替
エクスポージャーは小さく，円建ては為替リス
ク管理を代替していることを確認している。

Ⅲ．業種別の為替エクスポージャーの推計

　為替エクスポージャーは，企業がどれだけ為
替変動リスクに晒されているのかを測る尺度と
定義されるが，具体的にはどのように計測すれ
ばよいだろうか。Adler�and�Dumas（1984）は，
株価の為替相場の変動に対する感応度を為替エ

クスポージャーと定義した。企業の為替管理担
当者は将来のキャッシュフローが為替相場の変
動に影響される程度を認識した上で，そのリス
ク管理を行っているという仮定の下で，株価変
化率を為替相場変化率で回帰した係数を為替エ
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クスポージャーとして計測した。この手法は，
その後 Dominguez（1998）や多くの研究で用
いられている。
　為替エクスポージャーの推計方法について，
Adler� and� Dumas（1984）は株価の変化率を
為替相場の変化率のみで回帰するシングルファ
クターモデルを使った。
・シングルファクターモデル
　　Ri,t＝β0,i＋β1,i・St＋εi,t� （１）
　　Ri,t：�t 時点の業種 i の株価インデックスの

リターン
　　St：t 時点の為替相場の変化率
　　β1,i：業種 i の為替エクスポージャー
　一方，Dominguez� and� Tesar（2006）をは
じめとするその他の先行研究では，マクロ経済
ファクターでコントロールする 2 ファクターモ
デルが使われている。マクロ経済ファクターを
代理するものとしては，マーケットポートフォ
リオが用いられた。
・2 ファクターモデル
　　Ri,t＝β0,i＋β1,i・St＋β2,i・Rm,t＋εi,t� （２）
　　Rm,t：�t 時点のマーケットポートフォリオ

のリターン
　（１）および（２）式において，為替相場の
変化率の係数として推計された数値が各業種の
為替エクスポージャーとなる。どちらのモデル
を用いるのが適切かについては議論がある。日
本企業の株価を用いる分析ではマーケットポー
トフォリオとして通常 TOPIX が用いられるこ
とが多いが，Bodner（2003）は TOPIX と為
替相場の相関が強いことを指摘した上で，2
ファクターモデルを用いた場合に多重共線性が
生じること，また推計される為替相場の係数が
小さくなる，すなわち為替エクスポージャーを
過小評価される可能性があるという理由から，
シングルファクターモデルを推奨した。した

がって，本稿では上記 2 つの推計モデルを使い，
さらに為替相場として円ドル相場と名目実効為
替相場（NEER）の 2 種類を用いた合計 4 種類
の為替エクスポージャーを推計する。推計式に
用いるデータは，東証一部の業種別株価指数の
中から輸出に関わっている主な製造業 10 業種
の月次データ（1988 年から 2017 年まで），お
よび円ドル為替相場（月中平均）と名目実効為
替相場（月次），TOPIX の月次データを用い，
3 年毎に期間を分けてそれぞれの業種毎の為替
エクスポージャーの変遷を観察する。図 2 は本
稿で用いた業種別株価指数（1968/1/4＝100）
と円ドル相場（月中平均）の推移を表したもの
である。業種別株価指数の業種間格差は 1987
年 1 月には最も高い化学（2,143）と最も低い
一般機械（895）の差が 1,248 ポイントだった
の が，2017 年 12 月 に は 最 も 高 い 精 密 機 器
（5,833）と最も低い鉄鋼（625）の差である
5,208 ポイントと 4 倍以上拡大しており，業種
間で株価の推移に顕著な差があることがわかる。
　図 3 は，ドル円と TOPIX を用いた 2 ファク
ターモデルで推計した為替エクスポージャーを
大きく三期間に分けて平均値を取り，図示した
ものである。これによると，12 業種でそれぞ
れ為替エクスポージャーの値に差があること，
そして為替エクスポージャーが 2000 年代以降
増加傾向にあり，2009 年以降の平均値はその
他の期間と比較して大幅に増加している業種が
あることがわかる（それぞれの業種の結果につ
いては Appendix 参照）5）。10 業種の中で，全
期間の合計で為替エクスポージャーが最も大き
いのは輸送用機器であり，精密機器，電気機器
などの日本の代表的な輸出産業の為替エクス
ポージャーが大きく，産業間で顕著な相違があ
ることが示された6）。シングルファクターモデ
ルで推計された為替エクスポージャーは，全体

５�）推計された為替エクスポージャーは 1991-1993 の期間はマイナスの値となっている。これについては，こ
の時期は 1994 年春に歴史的な 80 円台割れを経験する前のかなり強い円高トレンドの期間であったにもかか
わらず日本の貿易黒字は続くというバブルが完全に崩壊する直前であったため，円高なのに株価は下がって
おらず，むしろ上がっていた。そのためマイナスの係数が推計されている。今回の分析では為替エクスポー
ジャーの経年変化を非説明変数として捉えるため，そのまま使用している。
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として 2 ファクターモデルで推計された為替エ
クスポージャーよりも値が大きくなっている。
また，ほとんどの産業において，円ドル相場の
為替変動による為替エクスポージャーよりも名
目実効為替相場の為替変動による為替エクス
ポージャーの方が大きく，日本の輸出企業の多

くが円ドル相場以外の貿易相手国の為替変動に
よるリスクに晒されていることが確認された。

図２　東証業種別株価指数の推移と円ドル相場（月中平均，右軸）

データの出所：CEIC よりダウンロードした。

図３　業種別為替エクスポージャーの年代別比較（ドル円＋TOPIX）

筆者の計算による。
（注）　�業種別為替エクスポージャーはドル円と TOPIX を用いた 2 ファクターモデルで推定をした値の期間平均値である。

-�85�-

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」平成 31 年第１号（通巻第 136 号）2019 年１月〉



Ⅳ．為替リスク管理手法が為替エクスポージャーに与える影響の実証分析

　次に，上記で推計した業種別の為替エクス
ポージャーを被説明変数として用い，4 種類の
為替リスク管理手法である貿易建値通貨選択・
フィナンシャルヘッジ・オペレーショナルヘッ
ジを表す代理変数を説明変数としてパネル分析
を行い，それぞれの手法が為替エクスポー
ジャーに与える影響について実証分析を行う。

Ⅳ－１．為替エクスポージャーに関する先行研究
　まず，為替エクスポージャーを用いて同様の
分析を行った先行研究を概観する。Dominguez
（1998）は 1984 年から 1995 年の日本企業の株
価を用いて為替エクスポージャーを推計し，多
くの日本企業が円ドル相場の為替リスクに晒さ
れ て い る こ と を 確 認 し た。Doukas� et� al.
（2003）は，1975 年から 1995 年の東証上場企
業データを用いて為替エクスポージャーを推計
した結果，多国籍企業や輸出が多い企業ほど，
為替エクスポージャーが大きくなることを確認
した。為替エクスポージャーに影響を与える要
因としては，Jorion（1990）は海外生産比率が
為替エクスポージャーと正の相関があることを
示した。
　為替リスク管理に関連する研究としては，
Allayannis�and�Ofek�（1996）�は 1993 年の S&P500
の全企業（除く金融）を対象として分析を行い，
為替ヘッジを目的とした FX デリバティブの利
用が為替エクスポージャーを低減させる効果が
あることを示した。Carter,�Pantzalis�and�Simkins.

（2001）は，1994 年から 1998 年の米国の多国
籍企業 208 社のデータを用いて為替エクスポー
ジャーの推計を行った。そのエクスポージャー
に対して，長期の海外負債比率，フォワードや
オプションの利用，多国籍ネットワーク・ダミー
（海外現地法人）などを説明変数として用いて
分析した結果，フォワード契約の利用と多国籍
ネットワーク・ダミーが為替エクスポージャー
を低減させる効果があることを示した。一方，
Bartram,� Brown� and� Minton（2010）は 1998
年から 2002 年の 16 カ国 1,150 社の企業データ
により，FX デリバティブ，外貨建て負債，パ
ススルーなどを用いて分析を行った結果，外貨
建て負債を伴うフィナンシャル・ヘッジが FX
デリバティブの利用よりもエクスポージャーの
低減効果があることを示した。
� 本稿では，日本企業を扱った先行研究となる
Ito,�Sato,�Koibuchi,�and�Shimizu（2016a）と同
じ手法を用いて，異なるデータで分析を行うた
め，その違いについて簡潔に説明する。Ito,�
Sato,� Koibuchi,� and� Shimizu.（2016a）では，
経済産業研究所（RIETI）が 2009 年に実施し
た「日本企業の貿易建値通貨の選択に関するア
ンケート調査」におけるアンケート結果を用い
て，企業レベルで実証分析を行った7）。調査期
間は 1 期間のみであり，為替リスク管理手法を
代理する説明変数のうち，フィナンシャル・ヘッ
ジを行っているか否か，オペレーショナル・ヘッ
ジ（マリー・ネッティング）をしているか否か，

６�）Ito,�Sato,�Koibuchi,�and�Shimizu.�（2016a）で行った企業レベルでの分析においても 15 産業の中で為替エク
スポージャーが最も大きいのは輸送用機器であり，精密機器，電気機器，一般機械などの日本の代表的な輸
出産業の為替エクスポージャーが大きかった。

７�）このアンケート調査票は，2009�年�9�月末に，2008�年度の有価証券報告書において連�結財務諸表に「海外
売上高」を計上した製造業に属する全上場企業� 920� 社に対して一斉送付され，回答済みの調査票が回収され
た。回答企業数は� 227� 社，回収率は 24.7% であった。調査対象は製造業に属する上場企業に限定されている
ため，アンケート回答企業の大半は大企業，それ以外も中堅企業に分類される。
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価格改定（パススルー）を行ったか否か，につ
いては調査の回答結果によるダミー変数であ
り，インボイス通貨シェア（ドル建て・円建て）
のみ回答された実際の数値を用いた。この分析
では，企業レベルのデータ（海外売上高・従業
員数など）をコントロール変数として利用でき
る利点はあったが，一方で，一期間のみの推計
であり，為替エクスポージャーや為替リスク管
理手法の経年変化を取り込むことができないと
いう欠点があった。これに対して，本稿では，
1988 年 か ら 2017 年 ま で の 30 年 間 の 業 種 別
データを用い，3 年間毎に区切って為替エクス
ポージャーを推計し，海外生産比率などの為替
リスク管理に関する情報で 7 業種，10 期間の
パネルデータを構築して分析するところが大き
な違いとなる8）。

Ⅳ－２．為替リスク管理手法を代理するデータ
　それでは，以下為替リスク管理手法を表す代
理変数について説明する9）。まずフィナンシャ
ル・ヘッジに関しては，日米の 3ヶ月ものの金
利差を為替先物予約のファンディング・コスト
を表す指標として用いる。3ヶ月ものの金利を
使う理由は，輸出企業が先物予約を行う期間と
して最も多いのが 3ヶ月だからである10）。図 4
は 1988 年 1 月から 2017 年末までの日米金利差
と円ドル為替相場，および名目実効為替相場の
推移を表したものである。日米の金利差は 1990
年代半ばから 1993 年半ばまで，およびリーマ
ンショック後の 2008 年 10 月から米国が金融引
締政策に転じる前の 2015 年 10 月までマイナス
となっているが，その他の期間は米金利が日本
金利を上回っている状態が続いてきた。特に

８�）為替エクスポージャーの推計は 10 業種で行ったが，説明変数となる海外生産比率や現地法人数などについ
てのデータ制約により，実証分析を行う業種は 7 業種となる。

９�）すべての説明変数は，すべて 3 年間毎のデータ平均，あるいは 3 年間の毎に推計された結果を用いている。
海外生産比率，現地法人数については最新データが 2015 年までなので，2015 年から 2017 年のデータは平均
値ではなく，2015 年のデータをそのまま用いている。

10�）筆者が行った RIETI の日本企業を対象とするアンケート調査において，フォワード契約を行っている企業
の 5 割以上が 3ヶ月という期間で行っていると回答している。

図４　日米の金利差と為替相場の推移

（データの出所）　�CEIC よりダウンロードした。日米金利差は日米それぞれの 3ヶ月もの金利（TIBOR の 3ヶ
月物と米財務省証券の 3ヶ月）の差である。
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1996 年から 2001 年まで，また 2006 年初めか
らサブプライムローン問題が顕在化し始める直
前の 2007 年 7 月までは米金利が日本の金利よ
り 4％以上も高く，ヘッジコストが高い時期も
あった。
　次にオペレーショナル・ヘッジについては，
業種別の海外生産比率と現地法人数を用いた。
図 5 は海外生産比率，および現地法人数の推移
を表している。これによると，どちらも全体と
して増加傾向にあるが，海外事業展開の規模の
推移は業種によって大きく異なることがわか
る。業種別の海外生産比率を見ると，自動車を
代表とする輸送用機器の海外生産比率が最も高
い。2015 年度には 48.8% と過去最高水準に達

しており，過去 30 年間の伸びも大きい。一方，
一番低いのは金属製品であり，食料品・繊維・
その他製造は 2010 年以降上昇するも 10% 前半
とさほど高くない11）。同様に，現地法人数が一
番多いのは輸送用機器であり，次いで一般機械，
化学となっている12）。
　業種別の貿易建値通貨選択を表す指標につい
ては，Ito,�Sato,�Koibuchi,�and�Shimizu（2016b）
佐藤・吉元（2018）による日本銀行が公表する
2 種類の輸出物価指数を用いて，日本の輸出の
建値通貨選択状況を推計する手法により，業種
別のドル建てシェアを算出した値を用いる13）。
図 6 は推計されたドル建てシェアの 3 年ごとの
期間平均の推移を表している。7 業種の中で一

11�）金属については 1997 年以前の海外生産比率のデータがないが，データ数確保のため 1998 年から 2005 年ま
での変化率を用いて推計した比率を用いている。

12�）電気機械については，2000 年代半ば以降の対外競争力の低下と共に業種分類の変更が海外生産比率，およ
び現地法人数の減少に影響を与えていると考えられる。

13�）データの算出方法については，Ito,�Sato,�Koibuchi,�and�Shimizu�（2016b），佐藤・吉元（2018）

図５　業種別の海外生産比率と現地法人数の推移

データの出所：�業種別の海外生産比率は財務省の法人企業統計より，現地法人数のデータは経済産業省の「海外事業活動基本
調査」から採取した。

（注 1）　�国内全法人ベースの海外生産比率＝現地法人（製造業）売上高 /（現地法人（製造業）売上高＋国内法人（製造業）
売上高）×100.0 海外進出企業ベースの海外生産比率＝現地法人（製造業）売上高 /（現地法人（製造業）売上高＋本
社企業（製造業）売上高）× 100.0

（注 2）　�07 年度及び 08 年度の業種別海外生産比率は，法人企業統計が旧分類業種で集計していたために，調査結果を旧分類
業種で組み替え，集計・算出した。なお，09 年度からは，新分類業種での表章となっている。

業種別の海外生産比率（％） 業種別の現地法人数
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番ドル建シェアが低いのは一般機械であり，
20％から 30％台で推移している。Ito,� Sato,�
Koibuchi,�and�Shimizu.（2010,�2012）では，円
建てを選択できる重要なファクターとして対外
輸出競争力が高いことを指摘しているが，一般
機械の中には工作機械など世界的にシェアが高
く，競争力の高い企業が含まれており，円建て
比率が高いという事実と整合的である。一方，
素材に近い金属製品ではドル建比率が最も高く
80％前後となっている。輸送用機器はドル建
シェアの変化が最も少なく，1988 年 -1990 年を
除く全期間において 50％台で推移している。
　また，為替レートのパススルーについては，
日本銀行が公表している業種別のドル建輸出価
格と円ドル相場を用いてパススルー係数を推計
し，その結果に基づいてパススルー・ダミーを
作成した14）。全体としてパススルー（為替相場
変動のドル建輸出への転嫁）は行われなくなっ

ている傾向にあり，Shimizu�and�Sato（2015）
で指摘したようにアベノミクス後の円安局面で
日本の輸出企業が現地での販売価格を安定化す
る行動（PTM 行動）をとっていることを示唆
した結果と整合的なものとなっている。

Ⅳ－３．実証分析
　前節で説明したデータを用いて，為替リスク
管理手法が為替エクスポージャーにどのような
影響を与えているかについて実証分析を行う。
非説明変数，および推計式は以下の通りである。
［非説明変数］
βSingle, JPY/USDi，βSingle, NEERi：業種別の為替エクス

ポージャー（シングルファクターモデルで円ド
ル相場と NEER によりそれぞれ推計された値）

βTwoFactor, JPY/USDi，βTwoFactor, NEERi：業種別の為替
エクスポージャー（2 ファクターモデルで円ド
ル相場と NEER によりそれぞれ推計された値）

14�）日本銀行の契約通貨建て輸出価格（月次）の変化率を非説明変数として，1 期前から 3ヶ月間遡った変化率
を算出した値（マイナスであれば円高傾向，プラスであれば円安傾向であったことを表す）を説明変数とし
て用いて回帰分析を行い，係数が有意かつマイナス，すなわち円高傾向（円安傾向）の際に価格を上げる（下
げる）ことをしていればパススルーしているということで 1 を，有意でなければなければ 0 を取るというダ
ミー変数を作成した。

図６　業種別ドル建てシェアの推移（%）

筆者の推計による。
（注）　�推計手法は Ito,� Sato,� Koibuchi,� and� Shimizu（2016b），佐藤・吉元　（2018）を参照。それぞれの値は 3 年

毎の期間平均である。
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［推計式］
βSingle, JPY/USDi,t＝�α0＋α1・海外生産比率i,t�

＋α2・フォワードt�

＋α3・パススルー・ダミーi,t�

＋α4・ドル建てシェアi,t＋ui,t

� （３）
βSingle, JPY/USDi,t＝�α0＋α1・海外生産比率i,t�

＋α2・フォワードt�

＋α3・パススルー・ダミーi,t�
＋α4・ドル建てシェアi,t�
＋α5・海外生産比率i,t�

・ドル建てシェアi,t ＋ui,t��（４）
　（３）式，および（４）式において，非説明
変数の為替エクスポージャーを他の種類のもの
と置き換え，さらに海外生産比率を現地法人数
（対数値）に置き換えて，ロバストネス・チェッ
クを行う。
　予想される符号条件は，円ドル相場を用いて
推計された為替エクスポージャーの場合は以下
の通りである15）。まず，海外生産比率（現地法
人数）は，前述の先行研究にもあるようにエク
スポージャーの増加要因であるためプラスが予
想されるが，Carter,� Pantzalis� and� Simkins

（2001）が示したようにオペレーショナル・
ヘッジの一環として捉えるのであれば，エクス
ポージャーの低減効果があると考えられるため
マイナスが予想される。フォワードについては，
本稿ではフォワード契約をする上でのファン
ディング・コストとして日米金利差を用いてい
るため，金利差が開くほどコストが高まればエ
クスポージャーも大きくなるのではないかと考
えてプラスを予想する。パススルー・ダミーは，
予期せぬ為替変動が生じても価格に転嫁できる
のであればその分エクスポージャーの低減効果
があると考えられるためマイナス，ドル建て
シェアについてはシェアが高いほど円ドル相場
の変動に影響されやすくなることからプラスを
予想する。2 つの目の推計モデルは，1 つ目の
説明変数に海外生産比率とドル建てシェアの交
差項を追加したものである。この交差項は，
Ito,�Sato,�Koibuchi,�and�Shimizu（2016a）でも
2 つのリスクヘッジ手段，すなわちフィナン
シャル・ヘッジとオペレーショナル・ヘッジと
ドル建てシェアの交差項を説明変数として用
い，有意な結果を得ている。本稿では，オペレー
ショナル・ヘッジを代理する海外生産比率・現

15�）NEER を用いて推計された為替エクスポージャーは円ドル相場とは符号が逆になっているため（通常マイ
ナスの係数となる），予想される符号条件は円ドル相場のエクスポージャーの場合と反対になる。

表１　業種別パススルーダミーの推移

繊　維 化　学 金　属 一般機械 電気機器 輸送用機器 その他製造
1988-1990 1 1 0 0 0 1 1
1991-1993 0 1 0 1 1 1 1
1994-1996 1 1 1 1 1 1 1
1997-1999 1 1 1 0 1 1 1
2000-2002 1 0 0 0 0 0 0
2003-2005 1 0 1 0 0 1 0
2006-2008 0 0 0 0 0 1 0
2009-2011 0 0 0 0 0 0 0
2012-2014 1 0 1 0 1 1 1
2015-2017 0 0 0 0 0 0 0

筆者の計算による。
注：�日本銀行の契約通貨建て輸出価格（月次）を 1 期前から 3ヶ月間遡った変化率を算出した値（マイナスであれば円高傾向，

プラスであれば円安傾向であったことを表す）を用いて回帰分析を行い，係数が有意かつマイナス，すなわち円高傾向（円
安傾向）の際に価格を上げる（下げる）ことをしていればパススルーしているということで 1 を，有意でなければなけれ
ば 0 を取るというダミー変数を作成した。
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地法人数を用いて同様の交差項を説明変数に追
加し，その効果を検証する。推計手法は，プー
リング推計をした後，パネル分析（固定効果モ
デル）を行う。
　プーリング推計結果は，表 2 にまとめた。海
外生産比率，現地法人数はすべてプラス，かつ
有意な係数となり，為替エクスポージャーを増
加させる要因であることが示された。パスス
ルー・ダミーはシングルファクターモデルで推
計された為替エクスポージャーの場合に有意か
つマイナスの係数となり，パススルーを行うこ
とで為替エクスポージャーを低減させる効果が
あることが確認された。また，ドル建てシェア
はプラス，かつ有意な係数だが，海外生産比率，
および現地法人数とドル建てシェアの交差項の
係数は有意にマイナスとなり，海外生産比率が
高く，かつドル建てシェアが高い場合に為替エ
クスポージャーを低減させる効果があることが

示された。これは Ito,� Sato,� Koibuchi,� and�
Shimizu（2016a）の分析においてマリー・ネッ
ティングやフィナンシャル・ヘッジ・ダミーと
ドル建てシェアの交差項が有意かつマイナスと
なり，企業内貿易でマリー・ネッティングを利
用するために建値通貨をドルで統一していると
いう結果と整合的である。フォワードについて
は有意な係数は得られなかった。
　表 3 はパネルの固定効果モデルで推計された
結果である。各係数の符号，および有意性につ
いては，プーリング推計の結果とほぼ整合的で
あった。表 4 はパネル分析での業種別固定効果
をまとめたものである。これによると，異質性
を示す固定効果我の最も大きな業種は金属，次
いで繊維であり，輸送用機器や一般機械など海
外で加工工程の生産移転が盛んな業種とは為替
エクスポージャーが異なることが示された。
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表２　為替管理手法が為替エクスポージャーに与える効果（プーリング推計）

〈非説明変数〉 為替エクスポージャー（USD＋TOPIX） 為替エクスポージャー�（USD�only）

定数項 －0.1997（0.2882） －0.6261（0.4704） －0.2079（0.3962） －1.0458（0.6526）
海外生産比率 0.0363（0.0065）*** 0.0780（0.0243）** 0.0450（0.0089）*** 0.1273（0.0320）***
フォワード －0.0136（0.0373） －0.0107（0.1013） 0.0065（0.0513） 0.0106（0.1400）

パススルーダミー －0.0977（0.1320） －0.1102（0.2262） －0.3935（0.1815）** －0.4167（0.3417）
ドル建シェア 0.2293（0.4184） 0.9556（0.4236）** 0.5373（0.5751） 1.9790（0.5672）***

海外生産比率×ドル建シェア －0.0738（0.0308）** －0.1471（0.0413）***

Adjusted�R-squared 0.3024 0.3072 0.2913 0.3168

パネルデータ　サンプル数 70 70

定数項 －4.5628（1.0919） －6.6554（2.7258） －5.8352（1.4894） －10.148（3.4121）
現地法人数（対数値） 0.8920（0.1654）*** 1.0922（0.4003）*** 1.1295（0.2256）*** 1.6620（0.5000）***

フォワード －0.0481（0.0369） －0.0495（0.1005） －0.0426（0.0503） －0.0429（0.1337）
パススルーダミー －0.0797（0.1404） －0.1008（0.2613） －0.3767（0.1915）* －0.4068（0.3790）

ドル建シェア －1.3884（1.0336） 6.3260（3.4559）* －1.3291（1.4099） 11.5058（4.4268）**
現地法人数×ドル建シェア －0.9762（0.5225）* －1.7496（0.6658）**

Adjusted�R-squared 0.352176 0.2327 0.3462 0.2830

パネルデータ　サンプル数 67 67

〈非説明変数〉 為替エクスポージャー�（NEER＋TOPIX） 為替エクスポージャー（NEER�only）

定数項 0.2149（0.2854） 0.8741（0.5720） 0.2243（0.4672） 1.3416（0.7541）
海外生産比率 －0.0443（0.0094）*** －0.1088（0.0272）*** －0.0519（0.0105）*** －0.1612（0.0350）***
フォワード －0.0049（0.0371） －0.0090（0.1252） －0.0080（0.0605） －0.0126（0.1631）

パススルーダミー 0.1878（0.0990）* 0.2067（0.2831） 0.5400（0.2140）** 0.5530（0.3956）
ドル建シェア －0.1946（0.5062） －1.3199（0.4267）*** －0.6183（0.6783） －2.5279（0.5610）***

海外生産比率×ドル建シェア 0.2953 0.1145（0.0341）*** 0.2978 0.1952（0.0447）***

Adjusted�R-squared 0.2953 0.3953 0.2978 0.3282

パネルデータ　サンプル数 70 70

定数項 5.6271（1.3485） 8.9089（2.8787） 6.9197（1.7266） 12.5083（3.4682）
現地法人数（対数値） －1.1116（0.2042）*** －1.4622（0.4195）*** －1.3387（0.2615）*** －2.0467（0.5056）***

フォワード 0.0392（0.0455） 0.0411（0.1215） 0.0524（0.0583） 0.0525（0.1529）
パススルーダミー 0.1725（0.1734） 0.1938（0.3255） 0.5059（0.2221）** 0.5421（0.4360）

ドル建シェア 1.8711（1.2765） －9.0484（3.6308）** 1.5812（1.6344） －14.693（4.4996）***
現地法人数×ドル建シェア 1.4139（0.5543）** 2.2433（0.6836）***

Adjusted�R-squared 0.3564 0.2458 0.3700 0.3053

パネルデータ　サンプル数 67 67

筆者の推計による。
（注）　�括弧内は推計された係数の標準偏差値である。***，**，* はそれぞれ有意水準 1％未満，5％未満。10％未満を表す。
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表３　為替管理手法が為替エクスポージャーに与える効果（固定効果モデル）

〈非説明変数〉 為替エクスポージャー（USD＋TOPIX） 為替エクスポージャー（USD�only）

定数項 －0.3847（0.7055） －0.4654（0.5608） －0.7325（1.0432） －1.1012（0.7867）
海外生産比率 0.0693（0.0203）*** 0.0813（0.0373）*** 0.0871（0.0251）*** 0.1449（0.0505）***
フォワード 0.0022（0.0308） 0.0025（0.0862） 0.0225（0.0266） 0.0291（0.1241）

パススルーダミー 0.0673（0.0840） 0.0769（0.2167） －0.1783（0.0994）* －0.1674（0.3260）
ドル建シェア －0.3419（1.0331） －0.2102（0.5089） 0.3010（1.5506） 0.9015（0.8501）

海外生産比率×ドル建シェア －0.0217（0.0574） －0.1019（0.0768）

Adjusted�R-squared 0.3855 0.3769 0.3627

Cross-section�F 2.4893 ** 2.2233 * 2.1619 * 1.7985

パネルデータ　サンプル数 70 70

定数項 －4.6688（1.6566）*** －5.7255（2.0214） －5.8352（1.4894）*** －9.544（2.6034）***
現地法人数（対数値） 0.9062（0.2673）*** 1.0827（0.3233）*** 1.1295（0.2256）*** 1.7442（0.4069）***

フォワード －0.0491（0.0891） －0.0483（0.0898） －0.0426（0.0503） －0.0398（0.1241）
パススルーダミー －0.0415（0.2236） －0.0386（0.2256） －0.3767（0.1915）** －0.3094（0.3360）

ドル建シェア －1.3921（0.4579） 0.5362（1.7436） －1.3291（1.4099） 5.0404（3.1614）
現地法人数×ドル建シェア －0.3223（0.2781） －1.0674（0.4803）**

Adjusted�R-squared 0.3522 0.3393 0.4453 0.3307

Cross-section�F 3.104596 ** 2.7096 ** 2.4883 ** 1.9828 *

パネルデータ　サンプル数 67 67

〈非説明変数〉 為替エクスポージャー（USD＋TOPIX） 為替エクスポージャー（USD�only）

定数項 0.5052（0.8924） 0.7602（0.6349） 0.9345（1.2243） 1.4838（0.8688）
海外生産比率 －0.0873（0.0278）*** －0.1270（0.0411）*** －0.1024（0.0327）*** －0.1903（0.0545）***
フォワード －0.0249（0.0382） －0.0283（0.1038） －0.0256（0.0342） －0.0365（0.1423）

パススルーダミー －0.0195（0.1105） －0.0290（0.2577） 0.2703（0.1160）** 0.2801（0.3724）
ドル建シェア 0.4603（1.2875） 0.0344（0.6513） －0.4668（1.7976） －1.3949（1.0416）

海外生産比率×ドル建シェア 0.0709（0.0696） 0.1561（0.0881）*

Adjusted�R-squared 0.3953 0.3909 0.3754 0.3786

Cross-section�F 2.8025 ** 2.4872 ** 3.1984 *** 1.9276 *

パネルデータ　サンプル数 70 70

定数項 7.1381（2.5235）*** 8.2108（1.8819）*** 7.1381（2.5235）*** 11.9854（4.8448）***
現地法人数（対数値） －1.3715（0.2462）*** －1.5384（0.3099）*** －1.3715（0.2462）*** －2.1809（0.7998）***

フォワード 0.0515（0.0378） 0.0384（0.1063） 0.0515（0.0378） 0.0476（0.0590）
パススルーダミー 0.4547（0.1958）** 0.1126（0.2755） 0.4547（0.1958）** 0.4414（0.2253）*

ドル建シェア 1.6046（2.5016） －2.5452（2.1744） 1.6046（2.5016） －7.241（8.4225）
現地法人数×ドル建シェア 0.7394（0.3495）** 1.4784（1.3805）

Adjusted�R-squared 0.3582 0.3442 0.3582 0.3599

Cross-section�F 2.6843 ** 2.6529 ** 2.6843 ** 2.1182 *

パネルデータ　サンプル数 67 67

筆者の推計による。
（注）　�括弧内は推計された係数の標準偏差値である。� ***，**，*� はそれぞれ有意水準 1％未満，5％未満。10％未満を表す。

Cross-section� F 検定は，経済主体別の個別効果がないという帰無仮説の検定結果を表す。棄却されれば，固定効果モ
デルの選択をよしとする。
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Ⅴ．おわりに

　本稿では，Ito,� Sato,� Koibuchi,� and� Shimizu
（2016a）で行った分析を個別企業から業種別
製造業の株価に応用し，長期間で推計した業種
別の為替エクスポージャーと為替リスク手法を
代理するデータを用いて，長年為替相場の変動
に直面してきた日本の製造業が行ってきた様々
な為替リスク管理がどのように為替エクスポー
ジャーの減少に役立ってきたのかを分析した。
まず業種別の為替エクスポージャーについて
は，2000 年代以降に全体的にその値が大きく
なっていること，業種別ではエクスポージャー
が最も大きいのは輸送用機器であり，精密機器，

電気機器など代表的な製造業の為替エクスポー
ジャーが高いことが確認された。これは，長引
く国内経済不振の影響で日本の製造業の海外売
上高比率が高くなり，その結果として為替エク
スポージャーが大きくなっていることが一因で
あると考えられる。さらに，為替エクスポー
ジャーを非説明変数とし，為替リスク管理手法
を代理する説明変数を用いてプーリング推計，
およびパネル分析を行った結果，海外生産比率
が高まるほど，現地法人数が増加するほど為替
エクスポージャーが増加することが示された。
　海外生産は国内からの輸出を海外生産拠点か

表４　パネル分析での業種別固定効果

オペレーショナル・ヘッジ 海外生産比率を用いた推計

為 替 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー （USD＋TOPIX） （USD�only） （NEER＋TOPIX） （NEER�only）

繊 維 　�0.2227� 　�0.2843� －0.3105� －0.3688�

化 学 －0.0985� －0.1917� 　�0.1510� 　�0.2765�

金 属 　�0.6489� 　�0.7218� －0.7945� －0.8165�

一 般 機 械 －0.1024� 　�0.0594� 　�0.1293� －0.0980�

電 気 機 器 　�0.0512� 　�0.0232� －0.0855� －0.0540�

輸 送 用 機 器 －0.8862� －1.1746� 　�1.1730� 　�1.4053�

そ の 他 製 造 　�0.1644� 　�0.2777� －0.2628� －0.3445�

オペレーショナル・ヘッジ 海外現地法人数を用いた推計

為 替 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー （USD＋TOPIX） （USD�only） （NEER＋TOPIX） （NEER�only）

繊 維 　�0.4397� 　�0.5678� －0.5780� －0.7101�

化 学 －0.0946� －0.1477� 　�0.1327� 　�0.2067�

金 属 　�0.9964� 　�1.2618� －1.2604� －1.5061�

一 般 機 械 －0.4715� －0.5034� 　�0.6236� 　�0.6058�

電 気 機 器 －0.0120� －0.0755� －0.0017� 　�0.0710�

輸 送 用 機 器 －0.0809� －0.1629� 　�0.1522� 　�0.2300�

そ の 他 製 造 －0.4782� －0.5615� 　�0.5535� 　�0.6509�

筆者の推計による。
注：各業種の固定効果は合計すると 0 になる平均値からの乖離を表す。
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らに移転することでオペレーショナル・ヘッジ
の役割を果たしていると捉えるのであれば，為
替エクスポージャーは減少してしかるべきであ
るが，なぜそのような結果とはならなかったの
だろうか。企業の直面する為替リスクには，為
替取引リスク・為替換算リスク・為替経済リス
クの三つがあるが，通常の為替リスクヘッジの
対象となるのは為替取引リスクのみである。し
かし，株価には為替取引リスクだけではなく，
為替換算リスク，経済性リスクも反映されてい
る。海外生産比率が上昇すると（現地法人が増
えると）企業の外貨建て資産が増加することに
なり，為替換算リスクが高まる。さらに，リー
マンショック以降の円相場の大幅な変動は日本
製造業の経済性リスクを高めた。リーマン
ショック直後から安倍政権の誕生前まで続いた
歴史的な円高水準は日本の製造業の海外製造移
転を促進したが，2013 年以降のアベノミクス
による大規模な金融緩和政策により一気に進ん
だ円安は海外生産移転した企業の採算を悪化さ
せることになり，国内生産回帰せざるを得ない
企業もあった。本稿の分析結果は，海外生産比
率の上昇により為替取引リスク以外の為替換算
リスクと為替経済リスクが増大し，現在採られ
ている為替リスク管理手法ではそれらのリスク
を有効にヘッジできないことを改めて浮き彫り
としたものと言える。さらに，近年の海外生産
比率の増加により日本製造業の海外現地法人か
らの配当・ロイヤリティの受け取りも増加して
いる。配当・ロイヤリティについては，通常の
貿易取引と比較するとリスクヘッジを行ってい
る割合が少ないことが指摘されており，このよ
うな配当・ロイヤリティ受け取りに対する為替
リスクも増大していると推察される16）。
　為替リスクを避けるために海外生産移転を拡
大しても，それがさらなる為替エクスポー
ジャーを増加させる要因となっているという結
果は，米国の多国籍企業データを用いて分析し

た Carter,�Pantzalis�and�Simkins（2001）によっ
て示された多国籍ネットワーク・ダミーに為替
エクスポージャーを低減させる効果があるとい
う結果とは正反対である。これは，米国の多国
籍企業が進出した新興国の多くが米ドルにペッ
グする為替政策を採用しており，新興国に海外
生産を移転しても米国企業の場合は日本企業と
比較して為替換算リスクがさほど高まらないこ
とが理由だと考えられる。日本の製造業の為替
換算リスクや経済性リスクを低減させるために
は，近年海外生産ネットワークが拡大している
アジアの現地通貨と日本円の為替相場がより安
定するような為替協調政策が必要となるだろ
う。また，多くの日本企業はアジアなどの新興
国への海外進出する際に日本の本社から円を持
ち出す親子ローンを利用している。こうした親
子ローンから現地子会社による現地借入に切り
替えるためには，アジア各国の資本規制緩和が
進み，現地通貨建て債券市場が発達して現地通
貨での資金調達が容易になる必要がある。財務
諸表上で外貨建て資産に見合う外貨建て負債を
持つナチュラル・ヘッジがより柔軟に活用でき
るようになり，為替相場がどのように変動して
も為替差損益を安定化させる取組みが重要とな
ろう。
　一方，パススルーには為替エクスポージャー
を低減する効果があることが確認された。本稿
での分析はあくまで業種別のデータで推計され
たパススルー・ダミーを用いており，円高局面
と円安局面ではパススルーの効果が同一ではな
い可能性があることを考慮すると，必ずしもパ
ススルーができれば良いというわけではない
が，少なくともパススルーにより為替リスクが
緩和されることを実証的に確認することができ
たのは本稿の貢献の一つである。Ito,� Sato,�
Koibuchi,� and� Shimizu（2012,� 2018）によれ
ば，パススルーが可能となる条件はその企業が
対外的に輸出競争力を持っていることである。

16�）経済産業研究所（RIETI）で 2017 年後半に筆者が行った最新のアンケート調査によると 7 割以上の企業が
配当やロイヤリティの受け取りについて為替ヘッジは行っていないと回答している（伊藤・鯉渕・佐藤・清水，
2018）。
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予期せぬ為替変動に対して相手側に為替リスク
を負担させることができるようになるために
は，海外に移転せず，国内で生産する企業や財
の競争力を高める必要がある。
　本稿の分析では，Ito,� Sato,� Koibuchi,� and�
Shimizu（2016a）と同様に，海外生産ネット
ワークでの企業内取引でドル建てが多いことは
為替エクスポージャーの低減に効果があること
が確認された。日本企業のドル建てシェアが他
の先進国と比較して高いことが指摘されている
が，全社的な為替リスク管理体制により企業内
貿易をドルで統一し，本社に為替リスクを集約
し，マリーやネッティングを利用する効率的な
為替リスク管理を行っているのであれば，アジ

ア向け貿易におけるドル建ては望ましい選択で
あることが示唆される。
　本稿では，オペレーショナル・ヘッジの代理
変数として海外生産比率と海外現地法人数を用
いたが，中間財輸出や逆輸入，現地調達比率な
どより詳細な企業内貿易の取引データを用いる
必要がある。また，為替エクスポージャー，ド
ル建てシェアやパススルー・ダミーはすべて業
種別データから推計された値を用いており，業
種内での企業間格差が大きい場合には必ずしも
正確ではないことが懸念される。さらに精緻な
分析をするためには，企業レベルでの実際のデー
タ（税関でのデータなど）を使うことが望まし
い。この点については，今後の課題としたい。
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円ドル為替相場・名目実効為替相場・輸出物価

指数：日本銀行
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業省）および，法人企業統計（財務省）海外
生産比率を計算するための業種別法人データ
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（経済産業省）
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Appendix: 実証分析で使用されたデータ
A１　為替エクスポージャーの推移（円ドル相場による推計）

筆者の計算による。
業種別株価データは CEIC からダウンロードした。
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A２　為替エクスポージャーの推移（NEER による推計）

筆者の計算による。
業種別株価データは CEIC からダウンロードした。
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