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海外投資セミナー
人民元建て債券セミナー
――人民元の国際化、発行市場の現状および
日本企業にとってのメリット――
2011年６月14日、外国法共同事業法律事務所リンクレーターズおよび海外投融資情報財団（JOI）は、日本政策金融公庫 国際協力銀行
（JBIC）の後援を得て、標記セミナーを開催いたしました。本稿では当日の概要をお届けします。
（文責：外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ）

人民元の国際化が世界にもたらす影響は何か？

人民元の国際化

中国は今や世界第２位の経済大国だが、同時に世界
最大の輸出国でもある。貿易黒字、外貨準備高の膨張、
インフレ、海外からの人民元切り上げ圧力などのさま

中国の通貨である人民元は、過去２年間に急速な国

ざまな問題を抱えた中国政府が、人民元の国際化をど

際化を遂げてきた。中国政府は2009年６月に限定的

こまで進めていくかについては不透明な面も多い。た

な貿易決済のパイロットスキームを開始し、2010年

とえば人民元が変動相場制に移行すれば、米国や他の

６月にはこれをさらに拡大した。また、これを受けて

貿易相手国にはメリットがあっても、中国の輸出競争

人民元建てのオフショア債券が次々に発行された。

力は損なわれるといったように、中国政府が国内経済

中国政府によるこうした規制緩和の動きの背景に

にダメージを与えずに現在の状況を乗り切るのは簡単

は、まず、第一に、中国企業が自国通貨建てで貿易を

ではない。1997年のアジア通貨危機では、投機資金

行うことにより、取引費用と通貨リスクの負担を軽減

は流入時のスピードと同じ速さで市場から引き揚げら

できる、第二に、自国通貨建ての貿易が増加すること

れ、経済発展の初期段階で資本を開放することの危険

で、マクロ的には人民元切り上げを求める外国からの

性が浮き彫りとなった。

圧力への対抗が可能となり、国内のインフレやドル建
て外貨準備高の膨張の原因となってきたドル流入が抑
えられる、第三に、世界の貿易・金融取引における人

規制の状況
ここで中国における人民元の規制緩和のこれまでの

民元の使用を推進することで中国は自国の経済的地位

流れを追ってみよう。

向上を図ることができる、などといった点がある。

2009年６月： 人民元建て貿易決済のパイロットスキーム

このような政策はまた、人民元のクロスボーダー決

2010年２月： 香港金融管理局の「説明」

済のためのオフショア金融センターとして、香港が重

2010年６月： パイロットスキームの対象地域拡大

要な役割を果たしているという事実とも密接に関連し

2010年８月： 人民元建て債券への投資解禁

ている。香港では人民元のリアルタイムグロス決済

2010年９月： 香港金融管理局「人民元建て投資の推進」

（RTGS）が行われており、香港外の銀行は、RTGS

香港証券取引所による証券会社へのガイダンス

の参加者となることも、またこれに参加する香港の銀

中国人民銀行による、国際機関発行のパンダ

行とコルレス契約を締結することも可能である。香港

債に関する規制緩和

の位置づけについては、より詳しく後述する。

2010年12月：香港金融管理局による、オープン・ポジショ
ンの上限設定
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2011年１月： 対外直接投資のパイロットスキーム
2011年４月： 決済銀行による、人民元信託口座（Fiducia-

香

港

人民元のオフショアプール残高をみると、現在中心

ry Account Service）の開始

地となっているのは香港である。香港のオフショアプ

2011年５月： 香港における人民元建て預金の総額が5000億

ール残高は2011年４月末時点で5000億元（800億米ド

元を突破

ル）に達し、同時点までの10カ月間では650％という

2011年６月： Treasury Market Associationによる、人民

爆発的な伸びを示した。2011年末には１兆人民元を

元対米ドルレート基準値の発表

超える可能性もあり、こうした拡大は2015年末まで

2011年８月： 中国財政部による、200億元の人民元建て国

続くとみられている。このような残高の伸びの主な要

債の発行

因は貿易決済に伴う資金の流出入であり、2011年第
１四半期には、中国の貿易代金の７％が人民元で決済

上記に加えて、2010年７月には貿易決済代金を人

された（前年は0.5％）
。

民元で受領できる20の地域（北京、天津、内モンゴ

上記のとおり、現在、人民元決済の中心地となって

ル、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖北、広

いるのは香港だが、本土と香港の両政府は、オフショ

東、広西壮族自治区、海南、重慶、四川、雲南、吉林、

ア人民元のグローバル決済センターとして香港をプロ

黒竜江、西蔵、新疆）が指定され、７万社近くがこれ

モートする政策で一致している。2010年２月、香港

に参加を登録するという画期的な進展があった。これ

金融管理局は「説明」
（Elucidation）と称して、一定

により、当該指定20地域では国外との人民元での貿易

の要件を満たす香港の銀行は、自行が保有する人民元

決済に承認が不要となった。貿易相手国についても香

を他通貨と同様に取り扱い、香港におけるインフラを

港、マカオ、ASEAN諸国以外の国々に課されていた

利用し、自由に人民元ビジネスが展開できることを発

規制が撤廃され、世界のどの国を相手としても貿易を

表した。当局によるこのガイダンスは、市場に大きな

できるようになった。こうした進展は中国政府による

インパクトを与えた。

明確かつ根幹的な政策決定に基づくものであり、将来、

ここでいう香港におけるインフラとは、具体的には

人民元が完全な交換可能性を得るための重要なステッ

2004年に香港金融管理局が導入し、Hong Kong

プとなった。

Interbank Clearing Limitedが運営する人民元のリ

ここで、どのような取引に政府の承認が必要とされ

アルタイムグロス決済（RTGS）を指す。中国人民銀

るかについて述べると、まず、政府承認が不要となっ

行との合意に基づき、中国銀行（香港）が人民元の決

たのは、①人民元建てのローンや債券発行、および、

済銀行として指定されている。RTGSは国内の銀行間

②取引代金を中国以外で使用するまたは中国との経常

決済システム（CNAPS：China National Advanced

取引（中国企業との貿易決済など）で使用する場合で

Payment System）と直接リンクしている。現在、

ある。香港での人民元建て新規株式公開（IPO）は今

アジアの多くの銀行、および中国銀行のロンドン・フ

のところ１件（Hui Xian REITの株式の売り出し）

ランクフルトの支店を含む約118行の銀行が香港で人

にとどまり、また人民元建てローンも限られているが、

民元ビジネスに携わっているが、香港およびASEAN

人民元建て債券市場は著しい発達をみせている。

の「参加銀行」は、香港におけるRTGSとCNAPSを

一方で、発行手取り金が中国国内で資本取引のため

通じた人民元クロスボーダー決済のパイロットスキー

に使用される場合（たとえば中国国内での資本移動、

ムのもとで、中国人民銀行が人民元決済銀行として指

中国への直接投資（株式やこれに類する有価証券への

定する中国銀行（香港）と、クリアリング協定を結ん

投資）
、中国国内における株主向けのローンやデリバ

でいる。また、近い将来、中国銀行（香港）の役割は

ティブ取引など一定のローンや一部のデリバティブ取

カストディアンへと変更される見通しである。

引など）には、中国政府の承認が必要である。
上記のように、経常取引については人民元の交換可
能性がすでに実現しており、資本取引に関しては規制
は残るものの、徐々に緩和されつつある。

オフショア人民元
オフショア人民元の決済は、中国人民銀行との間で
の清算を必要としない（かつそのような清算は可能で
もない）オフショアプール内の自由な取引であって、
2011.9
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①銀行間ローンと外国為替取引の組み合わせ、および

ずに、人民元のRTGS（リアルタイムグロス決済）の

②法人向けローンと外国為替取引の組み合わせ、のい

複数の受益者が１つの金融機関（すなわち決済銀行で

ずれかである。オフショア人民元決済を行う際の条件

ある中国銀行（香港）
）に保有する複数の口座間の送

は、①通常の健全性（prudential）ルールに従うこ

金によって、決済が可能であるからである（スライド

と、および②オフショア人民元が入手できること、の

１参照）
。

２つのみである。この理由は、オフショアプールの中

これらの、口座間取引の決済相手となる口座は世界

ではすべての取引が、
（中国人民銀行との清算が認め

各国の銀行における口座であり（スライド２参照）
、

られていないため）中国人民銀行における口座を使わ

中国国外の銀行は法人顧客のために、ローン、債券、
その他どのような形態でも、

スライド１

中国国外で（中国政府の承認
なく）人民元建てのファイナ
ンスをアレンジでき、また調
達された資金は中国外の世界
中どこにおいても使用可能で
ある。
中国の取引相手との決済（経
常取引）や、中国事業への投資
（資本取引。調達資金を中国国内
で使うには依然、中国政府の承
認が必要）のために人民元ニー
ズが拡大しつつある今日、金融
機関ビジネスにおけるオフショ
ア人民元の重要性は高い。
人民元の海外送金は、下記
のようなポイントからも今後

出所：当日資料

スライド２

よりいっそうの増加が見込ま
れている。
・中国企業との貿易取引での
人民元建て決済
・中国への投資からの配当
・個人・法人の預金
・中国人民銀行と中国外の中
央銀行との間の通貨スワップ
・中国企業による人民元建て
対外投資――対外投資の新し
いパイロットスキームを利用
・証券会社を含む金融機関や
企業によるオフショア人民元
口座開設の許可
・金融機関は（健全（prudential）な範囲であれば）上限
なく人民元の交換が可能

出所：当日資料
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元建てローンの許可（ただし香港金融管理局は、

が必要となる。このため企業は将来に向けて、毎年の

25％の準備金と10％のネット・オープン・ポジシ

MTNプログラムのアップデートの際に、人民元に関

ョンを求めている）

する規定や記述を追加し始めている。
人民元建て債券を発行する企業等にとって懸念要因

発行市場

となりうるシナリオは何か。ひとつは、将来オフショ
ア人民元が十分に存在しなくなり、人民元での償還が
不可能になることである。このために、交換可能な通

ここで、日本での状況も含めて、上述の事項が債券

貨による償還を許可または義務づけ、契約の違反およ

発行市場にもたらす影響を考えてみよう。これまでに、

び是正不可能な債務不履行に陥る事態を避けるフォー

国際機関、中国政府、銀行、
（日本企業を含む）多国

ルバック条項が、関係書類に規定されることがある。

籍企業、中国に投資する香港企業などが、人民元建て

この点については、発行体が日本企業のような完全な

債券を発行している。

外国企業である場合と、外国籍の持株会社であっても

オフショア人民元で債券を発行する目的としては、

活動の大半を中国で行っているために人民元の長期的

一般的に、以下のようなものがあげられる。

な重要性や入手可能性を疑うことが適切でない企業と

・中国国内でのプロジェクトのための人民元の調達

では、状況に大きな違いがある。

・投資に伴う通貨リスクの緩和

また日本企業は、既存のMTNプログラムにおける

・中国国内での外貨支払いに要するコストと時間の節約

発行代理人や支払代理人が人民元の取り扱いをできる

・多額の設備投資のための資金調達

か否かについて、チェックすることも必要である。

・中国政府への「信任」の誇示
・財務管理の一環としての低コストでの資金調達

日本企業にとっての機会

以下は、これまでに人民元建て債券を発行した企業
の例である。
〈2010年〉

最後に、日本企業の発行体が特に留意すべき事項は
あるだろうか？ 日本の租税特別措置法では、日本の

Hopewell Highways Infrastructure Limited、

非居住者に対する利払いへの源泉徴収が原則として免

McDonalds、 Sinotruk (Hong Kong) Limited、

除されており、同法の要件を遵守する手続きを定めた

China Resources Power Holdings Company Lim-

ICMA（International Capital Market Association）

ited、 Galaxy Entertainment Group Limited、

のマニュアルが発行されている。ただし、香港の

Caterpillar、VTB Bank、World Bank、Australia

CMU（Central Moneymarkets Unit）は（ユーロ

and New Zealand Banking Group Limited

クリアおよびクリアストリームとは異なり）その要件

〈2011年〉

に従った証明を発行しておらず、そのため日本企業で

China Power New Energy Development Com-

ある発行体が人民元建て債券の決済にCMUを使う場

pany Limited、Shandong Chenming Paper Hold-

合には、案件関係者は、同法を遵守するための方法を

ings Limited、COFCO (Hong Kong) Limited、オリ

ケース・バイ・ケースで考える必要がある。これに対

ックス株式会社、China Merchants、三菱UFJリー

し日本企業の発行体がユーロクリアまたはクリアスト

ス株式会社、東京センチュリーリース株式会社

リームを使用していればこのような問題は回避でき、
そうした例はこれまでに２件ある。

MTN（ミディアム・ターム・ノート）プログラム
については、企業が既存のプログラムを利用して人民

中国の外国為替規制においては、外国との間の資本

元建て債券を発行することは可能であるが、通常ユー

および（中国国内における株主向けローンなど一定の）

ロ市場のMTNプログラムは人民元建ての発行を念頭

ローン取引は資本取引の項目に含まれ、これに関係す

においていないため、追補目論見書、追補代理契約の

る支払いには、通常、中国政府の承認が必要である。

作成のほか、リスク要因の見直しや人民元条項の追加

現在のところ、外国との間での資本取引に該当する送
2011.9

27

海外投資セミナー

人民元建て債券セミナー ――人民元の国際化、発行市場の現状および日本企業にとってのメリット――

金を人民元建てで行うことを明確に許可した中国政府

る。人民元建て債券は、中国で事業を行う多くの日本

のルールはなく、資本取引に該当するものは外貨で行

企業に資金調達の機会を提供するものだ。すべての関

うことが求められている。一方で中国の関係当局は、

係者にとって最も望ましいシナリオは、人民元が米ド

外国企業が、中国国外で合法的に入手した人民元で外

ルや日本円と同じく、何ら特別な制約のない「普通の

国資本の企業に出資または株主ローンを行うこと、お

通貨」となることであり、そのような日が訪れること

よびその外資企業が中国国外の外国人投資家に対し

を期待して待ちたい。

て、人民元建てで元利金の支払いを行うことを認める
ことがある。ただしそのためには、少なくとも２種類
当日プログラム

の承認が必要である。
ひとつは中国人民銀行の支店への申請であり、その
申請はさらに北京における本店へ転送される。同行は
許可対象の事業活動、制限対象の事業活動および禁止
対象の事業活動のリストを有しており、現在のところ、
制限対象となっている事業活動を行う企業について

「マクロ経済の視点から：人民元の国際化、固定
為替レート、金融政策」
「中国における政策決定：段階的自由化、これま
での軌跡」
「長期的政策：人民元の兌換性」

は、人民元建ての送金が認められる可能性は低く、ま

「日本：80年代における日本円」

た、送金の相手先は、実際に事業を運営する企業に限

「起債実績」

定されている。もうひとつは資本取引に関係する人民

「日本企業にとってのメリット：発行手順（発行

元の送金の場合であるが、これには中国商務部の承認

許可および資金の中国本土への送金許可につい

が必要である。これらの承認を得るためには時間がか

て）」

かり、たとえば中国語で書かれた企業関係書類が求め

「日本の源泉徴収証明」

られる場合もあるため、実際にどれだけの時間がかか

「CMUまたはEuroclear／Clearstreamに

るかについて予測することは不可能である。
人民元建て債券市場は誕生後１年少々の間に爆発的
に拡大したが、過去、世界の金融市場においてある時
期に重要な役割を果たした英国ポンドや日本円などの
主要通貨が、時を経てその重要性を相対的に低下させ

よる決済」

スピーカー
リンクレーターズ

パートナー

東京オフィス

キャピタル・マーケッツ部門所属
アンドリュー・カーマイケル氏

ていったこともある。今後、人民元がどれほど重要な
通貨になるかは未知数ながらも、少なくとも金融市場
における主要な通貨であり続けることは確実と思われ

リンクレーターズは世界19カ国、27都市に約2200名の法律プロフェッショナルを擁しており、総合的なリーガル・サービスを提供して
います。日本でも20年以上にわたりキャピタル・マーケッツ、バンキング&プロジェクト、コーポレート／M&A、ストラクチャー
ド・ファイナンス、金融市場規制、投資ファンド、不動産、企業再編等を手掛けてきました。
【執筆担当者】お問い合わせは下記３名のいずれかにお願いいたします。
・アンドリュー・カーマイケル（英国法弁護士。パートナー。03-6212-1226／andrew.carmichael@linklaters.com）：1980年代よりリン
クレーターズのキャピタル・マーケッツ部門を牽引しており、最近では人民元の国際化に伴う香港、中国および日本の発行体による人
民元建て社債の発行案件に多く携わっている。
・ピーター・フロスト（英国法弁護士。パートナー。03-6212-1212／peter.frost@linklaters.com）：転換社債および交換社債、自己資
本比率規制関連商品、コーポレート・ハイブリッド証券、株式発行、MTNプログラム等を中心に担当しており、日本企業による初の
人民元建て社債発行案件から３例目に至るまですべて手掛けている。
・佐々木 弘造（日本法弁護士。パートナー。03-6212-1241／kozo.sasaki@linklaters.com）：株式や転換社債の海外オファリング、サ
ムライ債、自己資本比率規制関連商品、コーポレート・ハイブリッド証券、日本企業による海外上場、海外企業による日本での上場等
につき豊富な経験を有するほか、日本の証券法規制について広くアドバイスを提供している。
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