
トリノ・オリンピックでは、荒川静香さんの美しいフィギュア・スケー

ト（Figure Skating)が日本に唯一の金メダルをもたらしました。静か

な美しさの中に人としての心（しん）の強さ、まさに日本人ですね。 

 

次は６月にドイツで開催されるサッカー(Soccer：英国ではFootball)

ワールド・カップだね。見に行きたいね。すいきょう先生、鳳鳳、いっ

しょに行きましょう！！ 

 

ところで、日本から他の国に行くと、日本で使っているお金、紙幣もコ

インも使えないんじゃ。知っておるかの～ 

 

確かヨーロッパ(Europe)では、ユーロ（Euro)という新しい通貨が出来

たという話は聞いたことがあります。お隣の国、韓国の通貨はウォン

(Won)と呼ばれてますよね。アメリカはドル（Dollar)ですね。 

鳳鳳： 

 

 

 

竜竜： 

 

 

 

水鏡先生： 

 

 

鳳鳳： 

 

 

第６２号 

200６年４月１０日 

        外国為替レート （１） 

 世界の国々はそれぞれ自分の国の通貨を持っ

ているんだよ。 

 ヨーロッパも１９９９年１月のＥＵ統一通貨

ユーロが導入されるまでは、ＥＵ加盟の各国も

それぞれ独自の通貨を持っていたんじゃよ。 

 だから以前、ヨーロッパを旅行する時は本当

に面倒くさかったものじゃ。 

 それじゃ、外国の通貨について少し知識を 

植え付けてあげようね。役に立つよ。 



一般的に各国はそれぞれ独自の自国通貨の名前を持っているんじゃが、

世界の国の数と同じように、通貨の名前も余りにも多すぎで、全て紹介

できないね。 

 

世界の国の名前も全て知らないわね。また、トリノ・オリンピックに出

ていたセルビア・モンテネグロという国は２００３年にユーゴスラビア

連邦共和国から国名変更した新しい国だけど、もともとは１９９２年に

ユーゴスラビア社会主義連邦人民が解体して、セルビアとモンテネグロ

の２つの共和国がユーゴスラビア連邦共和国を樹立したんですよね。本

当にややこしいですね。 グローバル化が進む時代にも、新しい国が生

まれてきてるということですね。 

 

本当だね。１９８９年にベルリンの壁（Berliner Mauer)が崩壊して、

東西の経済が急接近し、市場経済化が世界を駆け巡るようになってきた

から、新しい国が誕生してきていると考えた方が正しいね。 

 

そうですね。１９９１年のクリスマスの日に７４年間に及ぶロシアによ

るソビエト連邦が崩壊して、それぞれの共和国がオリンピックでも自国

の名誉の為に頑張っている姿がみられますね。 

 

国の名前が変化するくらいだから、通貨の名前も変化し続けているん

じゃよ。経済大国の通貨もユーロに統一されたし、アジアでも統一通貨

を持とうという動きが長年にわたって研究されているんだよ。 

 

現在の世界の通貨の名前を知るのに役に立つサイトを紹介しておこう。

（http://www.thefinancials.com/vortex/urrencyFormats.html） 

 

このサイトでも、通貨の名前などあまり多くて、記述されている情報が

正しいかどうか、サイトの閲覧者からのチェック情報を呼びかけている

んだよ。世界というか、世の中本当に面白いだろう。 

水鏡先生： 

 

 

 

鳳鳳： 

 

 

 

 

 

 

 

水鏡先生： 

 

 

 

竜竜： 

 

 

 

水鏡先生： 

 

 

第６３号 

200６年４月１２日 

外国為替レート（２）： 自国通貨 



以前に鳳鳳（フォン・フォン）が話していたユーロという通貨について

少し話をしてあげようかね。 

 

ユーロとは、欧州の国々が自分たちがこれまで使ってきた通貨を捨て

て、各国で共通に使えるようにした新しい通貨のことですよね。 

 

もう少し詳しくいえば、１９９９年１月１日からドイツ、フランスなど

欧州の１１ヶ国が一つの通貨、単一通貨で、商品やサービスの値段の表

示や金融機関での決済が始まったということじゃ。 

 

１年遅れて２００１年１月からギリシャがユーロに参加し、現時点で欧

州の１２カ国が共通の通貨を使っているんじゃよ。 

 

新しい紙幣作りなど準備が大変だったんでしょうね。 

 

新しい通貨ユーロの誕生は１９９９年１月１日じゃが、最初は銀行間で

の決済などコンピュータ内のデジタル情報としてのユーロ決済であり、

現実に新しいユーロの紙幣・硬貨が一般的に流通し始め、お店などの支

払い、決済に使われ始めたのは２００２年１月からじゃよ。 

水鏡先生： 

 

 

竜竜： 

 

 

水鏡先生： 

 

 

 

 

 

 

竜竜： 

 

水鏡先生： 

 

第６４号 

200６年４月１４日 

      外国為替レート（３）： ユーロ 

  EURO参加国 通貨名称   EURO参加国 通貨名称 

1 オーストリア Austrian Schilling 7 アイルランド Irish Punt 

2 ベルギー Belgian Franc 8 イタリア Italian Lira 

3 オランダ Dutch Guilder 9 ルクセンブルク Luxembourg Franc 

4 フィンランド Finnish Markka 10 ポルトガル Portuguese Escudo 

5 フランス French Franc 11 スペイン Spanish Peseta 

6 ドイツ German Mark 12 ギリシャ Greek Drachma 

ユーロに参加した１２カ国です。 

各国が単一通貨、ユーロを採用するまで使ってきた各国通貨の名

前だよ、各国それぞれ違って面白いでしょう。欧米小説などに出

てくるから、覚えておかなくちゃ。 



ユーロを共通の通貨として使い始めた欧州の１２カ国同士は、お互いに

商品などを売ったり、買ったりしても、その時の支払いはユーロで済ま

すことができるということですね。便利ですね。 

 

それでは、米国や日本など、ユーロが自分たちの通貨ではない国の人が

ドイツやフランスなどへ旅行をした時、円や米国ドルは使えないという

ことですか？ 

 

そのとおりだよ。円や米国ドルをユーロと交換して、ユーロで買い物を

しなくてはならないんだよ。円をユーロに交換する時、その交換比率を

外国為替レートと呼ぶんだよ。 

 

外国為替レートは、英語でForeign  Exchange  Rateと云いますが、

Foreign(外国の）、Exchange(交換）、Rate(率）ということですね。 

 

国と国が貿易や旅行でより身近に感じられるグローバルな世界になって

きていますが、それにしても、人々が貿易や旅行を行おうとすると、自

国の通貨と交換しなくてはならない外国の通貨が多いですよね。という

ことは、外国為替レートも非常に多く計算されなくてはならないという

ことですね。 気が遠くなりそうで、海外旅行に行きたくなくなります

ね。 

鳳鳳： 

 

 

 

竜竜： 

 

 

 

水鏡先生： 

 

 

 

竜竜： 

 

 

鳳鳳： 

 

第６５号 

200６年４月１７日 

 外国為替レート（４）： Foreign  Exchange  Rate

 このように個別に交換レートを計算していくのでは、非常に複雑で、また

正しい交換レートで自分の通貨が他の国の通貨と交換されているのがチェッ

クすることが難しいと思うじゃろ。 

 

このような複雑なことをなくすために国際間の決済や金融取引の基準となる

通貨、すなわち基軸通貨というものを決めてあるんじゃ。 

 

１ドル１１７円とかいうじゃろ。すなわち米国ドル１ドルは自国通貨ではど

の程度かというように、米国ドルを基準に各国の通貨を眺めるのじゃ。  



基軸通貨というのは、中心になる通貨ですよね。ということは、基軸通

貨は１カ国の通貨だけで、他にあったらややこしいですね。 

 

そのとおりじゃ。Key Currencyは世界で１つだよ。 

 

現在の基軸通貨は米国ドルですよね。米国は経済大国だから、米国の通

貨が基軸通貨になったのですか？ 

 

いい質問だね。米国ドルが基軸通貨になる前は英国の通貨ポンドが基軸

通貨だったんじゃよ。それでは、基軸通貨となるべき条件について教え

てあげよう。 

鳳鳳： 

 

 

水鏡先生： 

 

竜竜： 

 

 

水鏡先生： 

第６６号 

200６年４月１９日 

 外国為替レート（５）：基軸通貨（Key Currency) 

 ○海外での商品やサービスの貿易、さらには海外の株や国債の

売買、工場設立などに広く使用される決済通貨であること。 

 

○各国の通貨の価値基準になる基準通貨であること。 

 

○各国の通貨当局、すなわち中央銀行が対外準備資産として保有

する準備通貨であること。 
                 ・・・・・・などなど 

 

もう少し簡単に云えば、 

（１）通貨価値が安定していること 

（２）世界経済に占める経済力が大きく、輸出入が活発で大

きいこと。 

（３）国際金融市場が発達していること。すなわち、株式、

債券市場、外為市場などが法的にも整備され、取引が活発で

あること。  ・・・・ということになるかな～ 



米国ドルの前は、英国の通貨、ポンドが基軸通貨だったと云われてます

ね。それじゃ～ 英国ポンドの前はどの国の通貨が基軸通貨だったです

か？ 

 

ふむ、ふむ、基軸通貨の歴史というわけじゃな。  

鳳鳳： 

 

 

 

水鏡先生： 

第６７号 

200６年４月２１日 

   外国為替レート（６）： 基軸通貨の歴史（金） 

 世界の貿易は、１５世紀から１７世紀前半にかけて、イスパニ

ア、今のスペインやポルトガルなどヨーロッパ諸国が積極的に海

外進出をした大航海時代に活発になったんじゃ。 

 

日本でも室町時代（１３３８年～１５７３年）はこの大航海時代

の恩恵を十分受けた時代であり、中国の明との貿易を積極的に推

し進めた時期であり、この流れを受けて日本国内に多くの貿易商

ができて来たんじゃ。朝鮮や中国を襲った九州地方の倭寇も有名

だね。知ってるだろう。 

 

この時代の貿易決済には金が使われていたんじゃ。 

聞いたことがあります。それで日本でも金鉱山の発掘が盛ん

になったということですよね。 

 

但し、最初は金の延べ棒のようなもので貿易を決済していた

ようですね。金が国内で貨幣として使われるのは秀吉時代

で、天正大判などいまでも非常に有名ですね。 

金だけでなく、明治時代の貿易銀も有名ですね。 

 

ということは、その時代は基軸通貨など無かったんですね。 

金や銀で決済されていたんですね。 



大航海時代はおもしろいよ。西回りと東回りの２つのルートによる新大

陸発見となるわけじゃ。西回りはコロンブスが有名でアメリカを発見し

たよね。東回りは喜望峰を発見し、バスコダ・ガマがインドを発見して

いるよね。面白い本がたくさん出ているから読んでみるといいね。 

水鏡先生： 

 

 

第６８号 

200６年４月２４日 

 外国為替レート（７）：基軸通貨の歴史（英国ポンド） 

 この大航海時代に遅れて現われるのが英国じゃ。英国はヘン

リー８世（１５０９～１５４７年）とエリザベス１世（１５５８

～１６０３年）により絶対王政が確立し、その後有名なネルソン

提督がスペイン無敵艦隊を破ったのだよ。その後、英蘭戦争でオ

ランダを破り、ついに世界の覇権を握ったんじゃよ。 

水鏡先生： 

 

 

その後、英国は着実に実力を付け、１９世紀の中頃には資本主義経済で

の生産と貿易が活発化し、英国は「世界の工場」とまで呼ばれるように

なってきたんじゃ。 

 

原料が乏しい小さな国、英国が「世界の工場」になったということは、

海外から大量の原材料を輸入して製品を輸出していたということだね。 

 

力の強い国が商品の値段を決めることができるよね。だから、この英国

と世界との貿易は英国のポンド建てで値段が決められ、貿易の決済には

金ではなく、英国ポンドが広く世界との取引に使われたんだよ。 

 

だから基軸通貨としては、英国ポンドが初めて世界的に認められたんだ

よ。但し、この時代は、英国をはじめ、世界各国の政府が通貨と金との

交換、すなわち金兌換を約束していたんだよ。 

 

すなわち、金本位制だったということだね。 

 



第２次世界大戦（１９３９年９月１日～１９４５年９月２日)の戦場は主

に欧州であったこともあり、大戦後は世界経済の覇権が英国から米国へ

と移ったんだよ。 

 

この時から米国ドルが基軸通貨になるのね。 

水鏡先生： 

 

 

 

鳳鳳： 

第６９号 

200６年４月２６日 

外国為替レート（８）： 基軸通貨の歴史（米国ドル） 

水鏡先生： 

 

 

 

 

 

 

竜竜： 

 

 

米国は、このブレトンウッズ体制の下で、各国中央銀行に対して米国ド

ルの金兌換を約束したんだよ。 

 

この時は米国ドル３５ドルで金１オンスと交換するという約束だったん

だよ。だから各国の通貨は米国ドルと交換レートを一定に保つ固定相場

制を採用していたんだ。 

 

戦後日本円は１米国ドルに対して３６０円だったんですよね。日本は戦

争に負けて今日のような経済発展をするなんて米国は考えていなかった

から、日本の為替レートの決定はあまりまじめに考えられなかったとい

う話しを聞きました。日本の通貨は円で、円の角度は３６０度、だから

伊米国ドルを３６０円にしようと米国が決めた・・・なんてことがまこ

としやかに云われていますね。 

そのとうりで、米国は対戦終了前の１９４４年、米国の

ニューハンプシャー州ブレトンウッズ(Breton Woods)に連

合国４４カ国が集まり、通貨金融会議を開いたんじゃ。 

 

この会議でIMF（International Monetary Fund: 国際通貨

基金）とIBRD (International Bank for Reconstruction 

and Development: 国際復興開発銀行、現在の世界銀行：

World Bank) を設立し、通貨の安定などを図ったんだよ。 

これが、いわゆる、ブレトンウッズ体制と呼ばれるものだ



すいきょう先生、固定相場制の下では通貨の交換レートは変わらないと

いうことですよね。それなのに最近の円は１１６円５０銭になっていま

すし、秒単位で変化していますね。また、金の値段も１オンス３５ドル

ではなく、５５１ドル近くにまで上昇しています。 

 

今は固定相場制ではないんですか？ 

 

そのとおり。秒単位で円はドルに対して変化しているし、金価格も同じ

く変動しているから、現在は固定相場制ではなく、変動相場制になって

いるということじゃ。 

鳳鳳： 

 

 

 

 

 

 

水鏡先生： 

 

 

第７０号 

200６年４月２８日 

外国為替レート（９）： 基軸通貨の歴史（変動相場制） 

米国は６０年代後半から本格的なベトナム戦争（１９６０年～１

９７５年）にのめり込んでいき、ニクソン(第３７代米国大統

領）は国内においても強い米国を演出するために、大規模な財政

支出を行ってきたんじゃ。 

 

結果は、米国の大幅な貿易赤字と日本、ドイツの大幅な貿易黒字

ということになったんだよ。米国の大幅な貿易赤字拡大の原因は

固定相場制にあると考えたニクソン大統領は、１９７１年８月１

５日テレビとラジオで全米に向けて、金ドル交換停止を柱とする

声明を発表したんだよ。 

それがニクソン・ショックと呼ばれているものですね。この発表を聞

いて、世界経済が大混乱に陥ったそうですね。とくに、発表が対日戦

勝記念日の翌日ということもあり、高度成長と続け、日の出の勢いの

ある敗戦国日本をターゲットにしたといわれてます。 

 

そして１９７１年１２月ワシントンのスミソニアン博物館でドルと金

の固定交換レート切り上げ、ドルと各国通貨との交換レートの改定が

決定されたんですね。これがスミソニアン体制ですね。 



すいきょう先生、スミソニアン体制とは金本位制が消滅し、基軸通貨で

ある米国ドルは金の保証の無いただの紙のお金になったということです

ね。 

 

それに加えて、米国ドルと各国の通貨との交換レートの改定が始まった

んじゃ。米国と各国が個別に改定幅など交渉したのだが、日本は本当に

最後の最後に回され、ほとんど交渉などするチャンスももらえず、１ド

ル３６０円から、３０８円へと１６.８８％という大幅な切り上げ提案を

飲まざるを得ない状況であった。 

鳳鳳： 

 

 

 

水鏡先生： 

 

 

 

 

第７１号 

200６年５月１０日 

外国為替レート（１０）： 基軸通貨の歴史（円高） 
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出所：　日本銀行

 円の対米国ドル為替レートの推移（円/米国ドル） 

水鏡先生： 

 

 

 

 

 

この時の米国の日本に対する圧力は相当なもので、１６.８８％という切

り上げ幅は調整を迫られた国の中では最高の切り上げ幅だったんだよ。 

 

その頃は、沖縄返還、日米繊維協定などに日米間で解決すべき多くの問

題があり、それを巡って日米間でギクシャクした点も多かったんだね。 

 

また、これに先立ち１９７１年７月１５日、ニクソン大統領は突然訪中

計画を発表したんだ。この時代は冷戦状態にあり、日米同盟の下におい

て、米中の和解は日本に大きな影響を及ぼすにもかかわらず、日本に事

前の連絡もなく電撃的に発表されたという歴史があるんじゃよ。 



固定相場制から変動相場制に外国為替市場が変化したら、円がドルに対

して切り上がったということですが、これは円高になったということで

すか。 

 

そういうことだね。それでは、円高、円安について少し話をしようか。 

 

分かりやすくするために、最初、円レートが１ドル＝２００円であった

としよう。この時、米国で１ドルの商品は日本で２００円ということに

なるね。 ＜１ドル＊２００円/ドル＝２００円＞ 

 

いま外国為替市場で円が１ドル１００円になったとすると、米国で１ド

ルの商品は日本で１００円ということになるね。  

鳳鳳： 

 

 

 

水鏡先生： 

 

 

 

 

 

第７２号 

200６年５月１２日 

   外国為替レート（１１）： 円高・円安（１） 

竜竜： 

 

 

 

 

水鏡先生： 

 

円ドルレートが２００円から１００円に変化しても、米国で１ドルで売

られている商品は１ドルのままですが、日本では２００円から１００円

へと半額になったんだから、円で買える力、円の購買力は強くなったと

いうことですね。 

 

逆にみれば、１ドルを手にするのに２００円必要であったが、今は１０

０円でいいということだね。少ない円で同じ価値のドルが買える、すな

わち円が強くなったということだね。これを円高と呼ぶんだよ。 

米国で１ドルで売られている商品が、円ドルレートが２００円か

ら１００円に変化しただけで、日本国内での価格が２００円から

１００円へと半分の価格に下がってしまうのじゃ。 
 

別の言い方をすれば、日本で２００円で売られていた米国の商品

が、円ドルレートが２００円から１００円に変化しただけで、同

じ米国の商品が２００円で２つ買えてしまうということだよ。 

円が持っている購買力は強くなったか弱くなった、どっち？  



すいきょう先生、それでは外国為替市場で円ドルレートが逆に１ドル１

００円から２００円になった時は、円安と呼ぶのですね。 

 

そういうことだね。円安がどのような世界か、説明してみなさい。 

 

はい。例えば、最初、円レートが１ドル＝１００円であったとします。

この時、米国で１ドルの商品は日本で１００円ということになります。 

 

いま外国為替市場で円が１ドル２００円になったとすると、米国で１ド

ルの商品は日本で２００円ということになります。 

 

ということは、円安になると外国の商品の値段は高くなるのですね。 

例えば、BMWとかベンツという自動車の値段は、欧州など海外での値

段が上がらなくても、日本での値段は上がってしまうんですね。 

 

外国の良い製品を買いたいと思えば、円が安くなってはいけないんです

ね。円安は日本にとって良いことではないのですか？  

鳳鳳： 

 

 

水鏡先生： 

 

竜竜： 
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円が１ドル１００円から２００円へと円安になった場合、海外の

製品の値段が上昇するから日本国内で売れにくくなり、その代わ

り同じような日本の製品が売れるようになる。 これは、外国の

車など外国の製品を買いたい人にはマイナスだけども、日本で製

造している企業、またその企業で働いている人達にとっては嬉し

いことだね。 

 

但し、日本は資源が乏しく原油をはじめ多くの原材料を海外から

輸入して、モノを製造している国です。円安になると、原油の輸

入価格が上昇したりして、企業の収益が悪くなりという面もある

よ。なかなか複雑じゃ。 



円レートが円安に動いた時、円安の影響を日本の輸入がどうなるかで見

てきたけれど、それでは輸出はどのような影響を受けるかな？ 

 

円安に動くとは、1ドル100円が1ドル200円になるようなことをいう

のだから・・・。日本で製造した商品の値段が1つ100円とすると、1

ドル100円の時は、この商品の米国での値段は1ドルですね。そして、

円安で1ドル200円になったとすると、この商品の米国での値段は1ド

ルの半分、50セントということになりますね。 

 

ということは、円安になると、同じ日本の商品の値段が米国では安くな

るということですね。商品の値段が下がれば、より多くの商品が売れる

ようになるわね。  

 

それじゃBMWやベンツよりもフェアレディーZやレクサスなど日本の乗

用車がより魅力的になるということで、日本の商品が海外でより多く売

れる、すなわち日本の輸出は増加するんですね。 

 

日本の輸出が増加すれば、生産が増え、その商品を作る人達の所得や雇

用も増えていくわね。円安は日本にとってプラスですね。  

水鏡先生： 

 

 

竜竜： 

 

 

 

 

 

鳳鳳： 

 

 

 

竜竜： 

 

 

 

鳳鳳： 

 

第７４号 

200６年５月１７日 

    外国為替レート（１３）： 円高・円安（３） 

そんなに単純ではないけれど、円高・円安の効果についてこ

こまでの話をまとめておこうかね。 

  輸出 輸入 景気 

円高 減少 増加 マイナス 

円安 増加 減少 プラス 


