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はじめに 

 来月（2008 年 8 月）いよいよ北京オリンピックが開催される。1997 年のアジア通貨危

機でも、人民元を切り下げることなく乗り切った中国は、その後も東アジア域内でトップ

クラスの成長を実現してきた。その成長の継続性について、本年の北京オリンピックまで、

あるいは 2010 年の上海万博までなど、これまでさまざまな意見が出された。その成長は、

さまざまな危うさを孕みながらも現在も継続している。こうした中、中国は 2005 年 7 月

に人民元に関する制度改革を開始した。 

本稿では、国際的にも高い注目を浴びている人民元の制度改革内容、その後の制度改革

状況および人民元の相場動向を検証する。その上で、主に日系企業の立場から為替リスク

管理を考えたい。論文構成は、第 1 章で制度改革の内容と状況を振り返る。第 2 章で、本

論分に関連する分野の先行研究を確認する。続いて、第 3 章で為替リスクとヘッジ手法を

まとめる。第 4 章では、制度改革以降の実際の人民元の相場動向・先物相場の検証を踏ま

え、為替リスクヘッジ手法について提言したい。 

アジア通貨危機以降、域内の金融協力の議論は高まり、チェンマイ・イニシアティブを

始めとして、各国の協力により実現される政策も着実に増加している。そうした中で、域

内の通貨バスケットの議論も進められている。その際に人民元の動向は、大きな要素とな

ることが確実と思われる。また、そうしたマクロの視点とともに、企業ベースの視点であ

る為替リスク管理の検討も重要と考え、本テーマに取り組んだものである。なお、本稿の

内容・見解は個人的であり、みずほ銀行、その他いかなる組織とも無関係である。 
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第1章 人民元為替制度改革の現状 

１．2005 年７月の制度改革内容 

WTO 加盟後 3 年半が過ぎた 2005 年 7 月 21 日、中国人民銀行は為替制度改革に踏み出 

した。背景には、急増する外貨準備や対米経常黒字に関して、米欧から人民元切り上げ圧 

力の高まっていた事実も挙げられる。制度改革の内容は、「従来の対米ドルペッグ制から、 

市場の需給に基づき、通貨バスケットを参考にする管理相場制への移行」である。具体的 

な実施事項として示されたのものは、以下の 3 項目。①新制度スタートにあたり、それま 

での 1 ドル＝8.27 元から約２％の切り上げを行い、1 ドル＝8.11 元とする。②中国人民銀 

行は、毎営業日終了後にインターバンク為替市場における取引通貨の人民元レート終値を 

公表し、それを翌営業日の取引の基準値とする。③毎営業日の対米ドル人民元レートは、 

基準値の±0.3％のバンド内で変動する。米ドル以外の通貨のレートも、当該通貨の基準値 

の±1.5%内で変動する。 

 当初の切り上げ幅が２％と小幅に留まったことについては不十分であるとの多くの声が 

市場関係者などから聞かれたものの、中国経済および世界経済への影響を勘案すれば、評 

価できるものと考えられた。新制度移行時に、合わせてその狙いやレート変動見通しなど 

も中国人民銀行は発表した。主な内容としては、以下のようなものがある。①実施の主な 

狙いは、対外貿易不均衡の縮小。②通貨バスケットは数種類の主要通貨から構成される。 

③「通貨バスケットを参考にする」とは、外貨間の為替レートの変動が人民元レートに影 

響を及ぼすという意味であり、人民元レートが「通貨バスケット」に固定されるわけでは 

ない。 

 一般的に通貨バスケットとは、貿易量などの加重平均を持って決定されるが、中国人民 

銀行は、制度移行にあたり、バスケットを構成する通貨およびその通貨ごとのウェイトを 

明らかにしなかった。2005 年 8 月の上海での講演において、同行の周小川行長は、バス 

ケット構成に関して、中心的な通貨として米ドル・ユーロ・円・韓国ウォンの 4 通貨を、 

その他バスケットに含まれる通貨として、シンガポールドル・英ポンド・マレーシアリン 

ギ・ロシアルーブル・オーストラリアドル・タイバーツ・カナダドルの 7 つを挙げている。 

新制度移行時点で、計算上は 1 日あたり 0.3％の変動が可能であり、3 ヶ月で約 20％の切 

り上げも可能となる状況となったものの、当初の切り上げ幅を 2%に留めたことと同様、 

中国は急激な為替変動を回避する内容で新制度の運用を開始した。また、通貨バスケット 

の構成に関しても、中国人民銀行により開示されることはないものの、その後の為替レー 
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トの推移から、実質的な米ドルペッグからの大きな変化は見られなかった。 

  

２．制度改革その後の動きと課題 

 2005 年 7 月の制度改革は、その後も漸進的ではあるが着実に進められてきた。為替取 

引に関する主なものは（表１－１）のとおり。こうした動きの中では、為替先物取引に関 

する制度の整備が進んでいることが注目される。 

（表 1－１） 

年 月 内  容 

2005 年 8 月 

 

2005 年 9 月 

2005 年 11 月 

2006 年 1 月 

2006 年 2 月 

2006 年 4 月 

2006 年 8 月 

2006 年 8 月 

2006 年 10 月 

2007 年 5 月 

・為替先物取扱を外国銀行へ解放 

・通貨スワップを解禁 

・米ドル以外との変動幅を 3%に拡大 

・スワップ・値付け業者導入 

・人民元取引に銀行間の相対取引導入 

・人民元の金利スワップ試験的に解禁 

・人民元為替スワップ銀行間取引を解禁 

・英ポンド－人民元取引開始 

・個人向け人民元業務、外銀は新銀行設立を条件発表 

・外貨取引センター経由の取引時間延長 

・米ドルとの変動幅を 0.5％に拡大 

 

中国の国際経済および国際金融分野の中での動きとしては、1996 年 12 月に IMF の８ 

条国に移行し、経常取引の自由化を宣言した。その後、2001 年末に WTO 加盟時に「サー

ビス貿易に関する一般協定（GATS）」に署名したことにより、2006 年末までに GATS で

コミットしている金融サービス貿易の自由化も完全に実現する責務を負ったが、資本取引

の自由化は当該期限から 1 年半近く経った現在でも、限定的なものに留まっている。 

 2005 年 7 月の人民元の制度改革は上記のような国際経済・金融分野で自国の存在感を 

高め、またグローバル競争に参加していくのに必要な措置であったと考えられる。従って、 

「為替先物取引関連制度の整備」など、その後の動きも、徐々にではあるが資本取引の自 

由化を進めて行く上での準備と考えられる。対米ドルに関する変動幅を段階的に大きくす 

ることは、中国企業にとって貿易取引・資本取引に関する為替リスクを負うことを意味す 
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る。その対応として、銀行・企業が為替リスク管理手法を確立していくことが求められる。 

リスク管理を可能とするために、為替先物取引およびその市場を育てることが必要となる。 

こうした観点で見ると、人民元改革のその後の動きには、一環した方針が読み取れる。資 

本取引の自由化に関する動きとして、香港での中国本土の銀行による人民元建て債券の発 

行、アメリカブラックストーンへの出資など、それぞれ注目される。 

 次章においては、人民元制度改革への評価および為替リスク管理に関する先行研究を検

証したい。 
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第2章 先行研究 

１．これまでの制度改革への評価と中国側の視点 

 2005 年 7 月に米ドルペッグ制からの離脱を宣言し、「通貨バスケットを参考にする管理

相場制」へ移行するとした人民元制度改革の内容を実証分析したのが伊藤（2008）である。

同論文によれば、制度改革実施後 2007 年 11 月 7 日までのデータ検証によれば、実際は米

ドルのクローリングペッグであったことを示している。Frankel and Wei の分析手法に従

い、米ドル・日本円・ユーロの 3 大通貨に対する回帰分析を行った結果として、対ドルへ

の増加率の加速を確認するとともに、ドルのウェイトが非常に高い結果であると実証して

いる。 

 この結果を中国側の立場から見ても、妥当であることを示すものとして、小堤（2007）

が解説している中国国務院商務部の研究員課題組による論文がある。「対外経済貿易は発展

は人民元切上げに如何に対応すべきか（抄訳題）」と題され、人民元改革実施から約 1 年

半経った 2007 年 1 月に発表されたものであり、経済・貿易への影響分析とともに、当面

の為替政策を提言する内容のものとして注目できる。この論文では、発表時点で 2007 年

末までの人民元の累計上昇率を 9～10％と予想している。実際の上昇率が約 12％であり、

政府当局の予想あるいは計画に沿い、あるいはそれを超えるレベルで現実は動いた点は興

味深い。 

 同論文では、中国が選択すべき為替政策として挙げている内容は後述の 4 点。①管理変

動相場制の下で対外経済発展に努力する。②輸出と輸入のバランス、外需と内需関係、対

外貿易と国内経済の調和の取れた発展を更に重視する。③外貨活用構造を優良化する。④

金融制度と企業経営制度の改革の積極的な推進。注目したいのは、①～③がマクロ経済政

策運営のあり方を基本に為替政策をどう考えていくかを示しているのに対し、④では更に

「マクロとミクロの両面からリスクの回避メカニズムを構築・改善し、企業の国際競争力

とリスクに耐えられる能力を強化する。」と謳っており、為替管理制度の整備の重要性を認

識していることを示すものである。この点は、企業の為替リスクや金融機関の為替ヘッジ

機能といった点にも本文で言及されていることからも、伺われる。 

 政府の立場で書かれた中国国務院商務部の論文に対して、中国経済学会の人民元切上げ

に関する見方を論じたものとして李（2007）がある。この時点（2007 年 7 月）で、中国

経済学会では、同年の人民元の切上げ幅として、①３％～４％、②４％～５％、③５％以

上の三つの意見であることを示している。こうした中主流を占めたのが約５％の切上げ、
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2005 年 7 月からの累計で 2007 年末までに 9～10％との見方であり、国務院商務部の意見

と同じレベル感を示した。合わせて、人民元制度改革の重要な要因として、長期的なドル

ペッグが他の主要通貨に対する人民元の頻繁かつ大幅な変動を招き、自国の多角的貿易・

投資の安定的な発展に不利であったことを挙げている。それゆえ、今後の制度改革の方向

として「市場需給に基づき。通貨バスケットを参考とする行動」をしている。しかし、現

状は「ドルへのソフトペッグ」であり、まだ中間的・過渡期的な段階であると評価してい

る。今後の改革戦略についても、①国内の政策目標から為替制度を決めるべき、②内部均

衡を目標としながらも、人民下の地位向上に配慮した為替制度、③人民元地域化の過程と

関連付けで相互促進する方法、と 3 通りある状況。また、人民元制度改革の方向性として

は、「人民元アジア化」と呼ぶ戦略を採るとしている。その道筋としての議論は、①全面的

な金融改革の推進、②更なる市場開放と人民元のアジアにおける主要決済通貨化、③オフ

ショア金融センター香港の設立・発展、④国際市場における人民元建て債券の発行、⑤人

民元のアジア通貨単位（ACU=Asia Currency Unit）へのペッグによる地域化の促進、⑥

地域的通貨協力による人民元のアジア化の 6 項目に分けて考えられている。 

 ⑤の議論では、ACU 内の人民元のシェアが高く、且つ、人民元と ACU 間の平価調整も

あるため、ACU を借りて人民元の為替制度改革が進められるとともに、ACU ペッグを通

じて通貨と当局は管理可能性の原則を維持しつつ、人民元のアジア化・国際化に繋げられ

ると見ている。 

 

２．リスク管理と中国の為替管理について 

 こうした制度改革以降の人民元の動向を踏まえ、リスク管理の観点から論じたものに大

久保（2007）がある。当該論文において、人民元相場を予測する要素として下記が挙げら

れている。それは、①中国経済のファンダメンタルズ、②アメリカを中心とする外圧の強

さ、③中国指導者・当局関係者の発言に含まれる政策意図の読み取り、以上 3 点である。

1 点目のファンダメンタルズについては、現在の中国の経済成長が投資と輸出に大きく依

存しており急激な人民元の切り上げは困難というもの。2 点目は、中米の 2 カ国関係およ

び G7 など国際関係の中で、海外からの要求・圧力の強さである。以上の 2 点のバランス

をとりながら人民元の制度改革を行っている中国の実際の為替政策の運用に関する変化を

示す材料として、3 点めの指導者・当局関係者の発言がある。その基本方針である「中国

の独自判断」、「制御可能な対応」、「漸進性」の 3 点を堅持しつつ、人民元の制度改革が進
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められることを踏まえれば、中国経済のファンダメンタルズが 重要なポイントと考えら

れる。 

 こうした中国の政策運営の一端を示した論文として、斉（2008）がある。同論文におい

ては、NDF(Non Deliverable Forward)レートのデータを用いて人民元の国内外金利差を

推定し、中国の為替管理政策の有効性を検証している。具体的には、ユーロ人民元金利の

算出をＮＤＦレートと米ドル金利から推定し、中国国内インターバンク金利と比較するこ

とにより、人民元の内外金利差を算出している。2005 年 7 月の為替管理改革以降のデー

タ分析から、人民元の国内外金利差と中国通貨当局の資本移動規制政策との間の整合性を

確認している。為替規制がない場合には、国内外の市場間の裁定取引によりユーロ人民元

金利と中国国内の人民元金利はほぼ一致するはずだが、現実には差が生じている。この理

由を、為替管理によって国内外の資金市場が分断されていると捉えている。また、為替管

理の狙いとして、元安時の資本流出抑制、元高時の資本流入抑制を挙げているが、これは

前述の大久保(2007)でも挙げられた「制御可能な対応」の施策の一つとしても整合性があ

ると評価できる。 

 

３．日系企業の為替リスク管理 

企業の立場でアジアでの為替リスク管理全般を取り扱ったものとしては、児玉（2006）、

伊藤・清水他(2008)がある。 

 児玉（2006）は、日本銀行国際局アジア金融協力センターが 2006 年 4 月に組成した「ア

ジアにおける日系企業の財務活動に関する研究会」での議論のまとめである。この中で、

アジア通貨に関して企業財務の観点から、アジア通貨危機までは米ドルペッグされていた

通貨が大半であったため「レート変動をさほど気にする必要がなかった状況」から、「為替

リスクに注意を払い、局面に応じヘッジ等の対応を講じる必要がある状況」に変化したと

整理されている。人民元に関しては、①徐々に為替先物市場の使い勝手が良くなっている

こと、②実需原則の存在と関連書類の提出義務負担、③規制金利下にあるため銀行からオ

ファーされる先物レートの合理性の判断の困難さ、④ＮＤＦによるヘッジは中国現法と日

本本社など「連結ベースでのヘッジ」となることの難しさ、等の意見が見られた。2005

年 7 月の制度改革から 1 年経過しただけの時点で既に上記のような認識が日系企業に持た

れていた点は重要と考えられる。 

伊藤・清水他(2008)）は、日本を代表する輸出企業 12 社へのインタビューを中心として
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日系企業の為替戦略を研究した上で、東アジア共通通貨バスケットに期待するものを探っ

た内容である。為替戦略としてまとめられた点は、海外現地法人を可能な限り為替リスク

戦略から解放するため、先進国向け輸出においては現地通貨建て取引を、東アジア向け輸

出において米ドル建て取引を選択することによって販売価格を安定させる行動の採用であ

る。そのうち、東アジアにおける米ドル決済の増加は、基軸通貨の金融取引面での便宜性

に加えて、 終輸出先としての米国の重要性、域内生産拠点構築に伴う同一グループ内取

引の増大に起因するものとまとめられている。具体的な為替リスクのコントロール手法と

しては、ナチュラルヘッジとしての外貨マリーとネッティングとカバーしきれない部分に

関する為替予約および通貨オプションの利用が挙げられている。 

 次章以降では、企業の為替リスクとそのヘッジ手法および人民元への対応につき考えて

いく。 
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第３章 為替リスクとヘッジ手法 

１．為替リスクとヘッジの目的 

本節では、人民元に関するヘッジ手法を検討する前提として、企業にとっての為替ヘッ

ジの目的と手段をまとめる。 

企業が為替リスクをヘッジするのは、国際化した現代のビジネスでは自国通貨のみで可

能な分野が限られ、外国通貨建ての取引を行うケースが飛躍的に増加していること。それ

に伴い、外国為替相場の変動が損益として自社の財務活動に多大な影響を与える環境が存

在することによる。日本企業を例にとれば、米国向けの製品輸出を円建て 1,000 百万円で

契約すれば、当該取引に関する売り上げは 1,000 百万円で変動はしない。しかし、1 ドル

＝100 円の時期に米ドル建て 10 百万米ドルで契約するなら、売り上げは同様の 1,000 百

万円を見込むものの、実際の代金回収時に 1 ドル＝95 円となっていれば、実際の円建て

の回収金額は 950 百万円となり、同一の取引を行っても、当該企業の損益には 50 百万円

もの差が生じる。こうした自社の営業活動外の理由での損益の変動要因を極小化する目的

で、為替リスクのヘッジニーズが企業には生じる。 

   為替リスクの低減を志向する企業の立場で、自社の財務諸表の外貨建て勘定科目に関す

るリスク要素を考えると下記のような区分・整理が可能となる。 

 

  ＜財務諸表から考える企業の為替リスクと留意点＞ 

・資産・負債科目：計上時には損益は発生しないが、当該企業の決算期に為替評価替が発

生し、損益に影響を与える。 

・損益科目    ：売上・仕入など自社の損益に直結するものであり、取引契約時と決済

時のレート差が損益に影響を与える。 

・短期・長期区分：資産・負債科目については、決済される期限までの期間が短期か長期 

か（1 年を基準）により、換算レートが決算期末レート（短期の場合）

となるか取得時のレート（長期の場合）となるか決定される。（有価

証券など一部は別規定あり。） 

・単体・連結決算 ：日系企業の海外子会社が中国などの進出先において、自国通貨建て

（中国であれば人民元建て）の債権・債務を保有している場合、当該

子会社の単体決算（人民元建ての財務諸表）では為替リスクはないが、

親会社の連結決算においては、為替リスクを保有することなる。 
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第 2 章の先行研究で挙げた児玉（2006）で日系企業の意見としてあった「連結ベースの 

ヘッジとなる NDF」は、前述の「単体・連結」の違いを考えた場合に、親会社が連結決 

算を意識して利用するケースが想定される。連結決算に関わる例をもう一つ考えたい。同 

じく先行研究の伊藤・清水他（2008）にあったように、日系企業は東アジア子会社向け 

輸出を米ドル建てで行うケースが多い。その事例として、親会社（日本）－子会社（中国） 

間で米ドル建ての取引を行い、2 社間で同額の債権・債務を保有する場合、本来、連結ベ 

ースでは相殺されて為替リスクがないものと考えられる。しかし、双方が自社の単体決算 

に当該取引を計上する場合、親会社は米ドル－円、子会社は米ドル－人民元の為替レート 

をそれぞれ使用し、自社の財務諸表に計上することが想定されるため、連結ベースの場合 

でも、人民元－円の為替リスクが残ると考えられる。 

 なお、前述の損益科目に関するリスクは実際の円建てのキャッシュフローに影響を及ぼ 

すことから「取引リスク」、資産・負債科目に関するリスクは決算期における評価に影響 

を及ぼすことから「換算リスク」と呼ぶこともできる。 

 こうした為替リスクによる自社の業績への変動要因を極力低減する方法を総称してヘ 

ッジ手法と呼ぶ。次節では、こうしたヘッジ手法を説明する。 

 

２．ヘッジ手法 

 企業における為替リスクヘッジ手法も多数存在するが、大きく分けて以下のような分類 

が可能である。 

（表３－１） 

ヘッジ手法区分 ヘッジ手法 

為替予約（含む NDF） 
市場性取引 

通貨オプション 

外貨マリー（含むネッティング） 
バランスシート調整 

リーズ・アンド・ラグズ 

 

（表３－１）に挙げたとおり、企業の採りうるリスクヘッジ手法として、主に金融機関を

相手として契約を行う「市場性取引」と、事業に伴い自社の保有する外貨建て債権・債務

の金額および決済タイミングをコントロールする「バランスシート調整」に大別できる。

このうち、「市場性取引」で一般的なものが、為替予約と通貨オプション。「バランスシー
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ト調製」では、「外貨マリー」と「リーズ・アンド・ラグズ」の 2 種類がある。以下それ

ぞれの概要を述べる。 

（１）為替予約 

企業が自社の輸出あるいは輸入などの決済金額・時期などの計画に合わせて、将来におけ

る「外貨売り（＝輸出）」あるいは「外貨買い（＝輸入）」の契約を銀行と行う。将来の確

定日において「1,000,000.00 ドル、1 ドル＝105.00 円、ドル売り」などを契約するのが一

般的。「2008 年 10 月渡し」など一定期間使用できる予約形態も存在する。為替予約のレ

ート水準は、2 通貨の現在の交換レートおよびそれぞれの金利水準によって決定される。 

なお、人民元など為替規制により非居住者による先物予約が禁止されている通貨に関して、

当該通貨の先物予約契約レートと期日における決済レートの差額を円・米ドルなど基軸通

貨で決済する取引を NDF（Non Deliverable Forward）と呼ぶ。  

（２）通貨オプション 

上記（１）の為替予約が、契約レートで予約期日の実勢相場がどのレベルであれ、必ず履

行しなければいけない契約であるのに対して、「『1,000,000.00 ドル、1 ドル＝105.00 円、

ドル売り』を行う権利」を売買するのが通貨オプション取引である。ヘッジ手法として基

本的なものが、そうした権利を購入しておき、決済期日の実勢相場が当該オプション契約

で定めたレートより自社にとって不利であればその権利を行使し、有利であれば権利を放

棄して実勢相場での決済を行うことが可能となる。 

権利の売買取引であるため、当該権利を企業が購入する場合、対価として手数料（「オプシ

ョン・プレミアム」という）を支払わねばならない。 

（３）外貨マリー 

企業が自社の保有する外貨建て債権・債務を両建てで保有することにより、円高・円安ど

ちらに為替が変動しても、両建てされている金額に関して、為替の変動リスクを回避する

手法である。また、グループ企業間などで、2 社間あるいは 3 社以上の間で各社が保有す

る同種通貨の債権・債務を相殺することをネッティングと称しているが、これも前提とし

ては各社の、あるいはグループとしての同種外貨建て債権・債務が両建てされているのが

前提となることから考え、ここでは外貨マリーに含めて整理する。 

（４）リーズ・アンド・ラグズ 

一般的には、自社の為替レートの見通しに基づき外貨建て取引の決済時期を早める、ある 

いは遅める為替取引手法をいう。現実的には、対外的な契約に基づく決済時期を契約後に 
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自社の希望で変更することは現実的ではないと思われ、グループ内取引などでの活用が主 

であったと考えられる。広い意味でリーズ・アンド・ラグズを捉えるのであれば、自社に 

有利な決済レートを狙う目的であれば、実際の決済は契約どおりのままで、決済レートの 

為替予約を行うタイミングを早める・遅めることにより、目的は達せられると考えられる。 

 

実務的には、前述の各種ヘッジ手法を自社の状況に 適と考える割合で組み合わせて各 

企業はヘッジに取り組んでいると考えられる。日本では、1998 年 4 月に新外為法が施行 

され、国内取引においても外貨建て取引が自由化されたこともあり、外貨預金の利用も相 

当広がっている。これにより、外貨建ての債権・債務双方を常時持つ企業であれば、まず 

は外貨マリーでのヘッジを考え、カバーできない金額につきいわゆる「市場性取引」によ 

るヘッジを行っているものと考えられる。市場性取引は、あくまで自社にとっての為替変 

動による損益のブレを極小化するものと言える。従って、上場企業等であれば、自社の当 

期の業績計画立案の際にいわゆる「社内レート」を為替に関して設定していることが多く、 

為替予約や通貨オプションについても当該「社内レート」に見合うレベル、言い換えれば 

採算が取れるレベルで契約することを目指す。当然、市場の動きが激しく「社内レート」 

を確保できない状況が生まれるケースもある。その際には、期中での見直しなどを行いヘ 

ッジする割合を決定していくものと考えられる。先物予約、通貨オプションの利用割合、 

契約タイミングなども各社の事情によりさまざまなルールで運営されている。 
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第４章 人民元の相場動向と為替リスクヘッジ 

１．制度改革以降の人民元相場の動向 

本節では、2005 年 7 月 21 日の制度改革以降の人民元の対米ドルの相場動向を確認した

上で、日系企業の立場から、同期間の円の対米ドル相場および対人民元相場それぞれの動

向を確認する。 

 元ドル相場は、制度改革開始から 3 年弱である 2008 年 6 月 30 日までの間に改革前の 1

ドル＝8.2765 元から直近の 2008 年 6 月 30 日現在の 1 ドル＝6.8591 元まで切り上がった

（図４－１）。率にすると 17％程度の割合であり、当初の切り上げ幅 2％を除いても 15％

の上昇率となっている。当初の２％の切り上げ幅が欧米諸国から不十分との評価はあった

ものの、中国当局は着実に人民元の切り上げを果たしてきていると評価はできると考える。

また、その動き加速させたと評価できるのが 2007 年 5 月 18 日に中国人民銀行が発表した

一日あたりの変動幅の拡大である。これは、対米ドルにつき、それまでの一日当たり 0.3％

から 0.5％へ拡大するとの内容であったが、この日以降の人民元の上昇幅は累計でみると

下記のようになり、変動幅の拡大を境に対ドルの上昇幅は拡大されている。 

 2005 年 7 月 21 日：1 ドル＝8.2765 元 

2007 年 5 月 18 日：1 ドル＝7.6804 元（制度改革前からの上昇率：7％） 

 2008 年 6 月 30 日：1 ドル＝6.8951 元（制度改革前からの上昇率：17％） 

（図４－１）                      （IMF データより筆者作成） 
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 次に同期間の円ドル相場を見てみる（図４－２）。従来から変動相場制の下、さまざまな

要因を踏まえ円高局面、円安局面を繰り返してきたわけだが、この期間については 2007

年 7 月までは変動はあるものの円安局面であったものが、その後は一気に円高へ向かい、

2008 年 3 月には 1 ドル＝97 円と 12 年ぶりに 1 ドル 100 円を割る円高水準へ達した。こ

のタイミングが、人民元が対ドルの上昇幅を拡大させた時期と一致している点は、押さえ

ておくべきと考える。その後は、ユーロ高とも相まって、ドルの機軸通貨としての地位の

揺らぎにもつながりかねないとの危機感から、アメリカがドル高への国際協調体制を目指

す動きが目につく時期であったと考えられる。 

（図４－２）                      （IMF データより筆者作成） 
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 続いて、人民元－円相場の推移を示す（図 4－3）。人民元－ドル、円－ドルそれぞれの

為替レートから、人民元－円の相場は決定されることから、予想されるものではあるが、

人民元が対ドルの切り上げ幅を拡大させた 2007 年 5 月ごろまでは、人民元－円の動きは

ドル－円の相対的な動きとほぼ同じ動きをしていることが見てとれる。しかし、その後の

急激な対ドルに対する円高局面においては、円の対人民元の上昇率は小幅に止まっている。   

為替レート 2007 年 5 月 31 日 2008 年 3 月 17 日 円の上昇率 

ドル －円 １ドル＝121.62 円 1 ドル＝97.00 円 25％ 

人民元－円 1 元 ＝15.89679 円 1 元 ＝13.69766 円 16％ 
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（図４－３）                     （IMF データより筆者作成） 
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為替リスク管理の立場で考えれば、制度改革以降も徐々に対ドルに対して人民元高に進 

んできた状況であれば、日系企業の人民元に対するリスク管理手法としては、ほぼ対ドル 

でのリスク管理と同様に考えることができたと言える。しかし、2007 年後半からの人民元 

の動きは独自性が出てきたと言え、従来とは考え方を変える必要が生じている。次節にお 

いては、リスクヘッジ手段のうち、為替先物予約について考える。 

 

２．先物相場に関する考察 

 本節ではリスクヘッジに主に使用される為替先物予約につき、人民元－ドルの動向を検

証する。まず、先物相場の算出方法を確認する。先物相場は本来２通貨の金利差により決

定される。人民元－ドルの 1 年ものの先物を式で示せば、下記のとおり。 

Ss：直物相場、Sf：先物相場、Iu：ドル金利、Ir：人民元金利 

Sf ＝Ss×（１＋Ir）／（１＋Iu） 

従って、下記の関係となる。 

Ir＜Iu のとき：Sf は Ss より人民元高ドル安（先物ディスカウント） 

Ir＝Iu のとき：Sf と Ss は等しい（直先フラット） 

Ir＞Iu のとき：Sf は Ss より人民元安ドル高（先物プレミアム） 
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マーケットにおいては、上記の直物先物の違いを直先スプレッドと呼び、スワップレート

として、為替レートに引き直した形式で表示することが多い。(直物よりいくらディスカウ

ントあるいはプレミアムであるかを表示する。) 

（表示例） 

CNY Forward/Swap Quote（BID/OFFER） 

Currency ３M 

USD／CNY －220.0 / －190.0 

   ・3 ヶ月先物の直物からのディスカウント幅を示す。ドル買をしたい顧客には、右側の OFFER レート、ドル

売りをしたい顧客には、左側の BID レートが適用される。 

次に、上記金利の算式に基づき、人民元とドルの 3 ヶ月もの銀行間金利を使用して計算し 

た 3 ヶ月ものの人民元－ドルの先物相場と直物相場の推移を示す。（図４－４）2007 年末 

以降、ドル金利の引き下げがあったため、両通貨の金利が逆転し人民元－ドルの先物はプ 

レミアム体系となるべき状況である。即ち、人民元の先物は直物より元安での先物予約が 

可能となるはずである。しかし、外貨取引センター（China Foreign Exchange Trade  

System & National Interbank Funding Center）の指標はディスカウントのままである。 

（図４－４）                 （CEIC データベースより筆者作成）   
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そこで、同センターの示すスワップスプレッドと直物相場から算出した 3 ヶ月もの先物相 

場と（図 4－4）で示した銀行間金利から算出した 3 ヶ月もの先物相場を比較した結果が（図 

4－5）である。 

（図 4－5）                  （CEIC データベースより筆者作成） 
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ここから観られた結果では、インターバンク金利差から算出した先物レートと外貨取引セ

ンターの示す直物およびスワップスプレッドから算出されるレートで大きな隔たりが見ら

れる。データ検証期間で、両者の乖離率（両者の平均レートの差として算出）が５％を超

えたのが 2007 年 7 月末、その後の乖離率は上下しながら 2008 年 3 月には 大で 18％を

超えた。その後、2008 年 5 月初以降は５％以内に納まっている。 

 ドル・人民元金利の水準の逆転関係が落ち着いたと評価できる 2008 年 5 月初以降の

SWAP ベース試算の先物レートから、米ドル金利を逆算して、金利ベース試算の先物レー

ト算出に使用した LIBOR ベースのレートと比較した結果が（図４－6）である。国際的な

金利指標である LIBOR ベースでは、３％を下回る水準のドル金利が、本試算では５％超

の水準で推移していることとなる。ここで、先行研究にあった斉（2008）を参照したい。

斉（2008）は中国の資本規制の存在を示すべく、NDF を使用して人民元の国内外金利差

の存在を実証している。しかし、本章で扱っている為替先物はあくまで中国国内で外貨取

引センターにて呈示されているものである。従って、ここでは人民元金利を所与として考
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えることとし、中国国内での米ドル金利水準が資本規制により、LIBOR ベースよりかな

り割高な水準にある可能性を考え試算したものである。 

（図４－６）              （CEIC データおよび筆者試算に基づき作成） 
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 試算にあたっては、人民元金利はインターバンク金利を使用しており、先物レートを呈

示する機関（外貨取引センター、中国国内銀行、中国進出済の外資系銀行など）が、もっ

と低い金利水準で人民元の調達・運用が可能であれば、ドル金利が試算レベルよりは低い

水準で設定されることもあり得る。（先物レートは、基本的に 2 通貨の金利差に規定され

るため。）上記試算は 1 ヶ月半程度の期間のデータに基づくものであり、実証というには

更なる検証が必要である。しかし、実務的には人民元・ドル金利の水準が逆転した今も、

先物レートがディスカウント体系を維持しているのが現実である。先物レートを呈示する

機関が人民元の直物レートの推移、国内の人民元金利、ドル金利等を勘案して、純粋な金

利裁定取引に制限の加えられた状況で先物レートが決定されている状況を示す証左にはな

ると考える。 

 

３．為替リスクヘッジに関する提言 

企業にとっては、人民元を伴うさまざまなヘッジニーズが存在する。今のところ、為替

管理の規制が厳しいこともあり、日系企業を例にとれば下記ような整理が可能と考える。
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親会社（日本）  ：①中国進出済の現地法人への出資金 

         ②連結ベースでの中国現地法人の資産・負債 

現地法人（在中国）：③現地での輸出・輸入取引（含む親会社・グループ会社向け） 

          ④親子ローンなど外貨建て資金調達 

 

こうしたニーズへのヘッジ手法としては、基本的に外貨マリーを極力活用した上で、残額

は為替予約を利用する方法が適当と考えられる。為替予約については、現地法人は中国国

内で実需原則に沿った形で中国国内の銀行と契約し、日本の親会社など中国国外に存在す

る拠点は NDF を活用することとなる。 

 NDF も含めた為替予約の利用よりも外貨マリーの活用を優先すべきと考えるのは、前

述のとおり人民元を相手とする為替予約は、中国の資本規制の影響で中国内外どちらでも

純粋な金利裁定による為替予約が困難と考えられるためである。外貨マリーの場合、相場

の変化の影響が債権・債務の双方で相殺されること、自社のバランスシート調整であり、

為替予約などの取引コストを抑えることが可能となるなどのメリットも考えられる。一方、

為替予約については、利用する企業が輸出型か輸入型かによって、その利用頻度あるいは

割合に差が生じることとなる。あくまで、金融機関から実際に呈示されるレートが、現在

の市場実勢の先物レート（＝実際に契約可能なレート水準）となることから、自社の採算

レートとの比較で有利あるいは妥当な水準であれば、為替予約を機動的に活用する意義は

大きい。ここで、実際の事業活動で為替予約を取り扱っている企業等からのヒアリング結

果を３件紹介したい。 

（A 社：在日中国系アパレル企業、中国に製造拠点あり） 

・中国製造拠点から日本本社への輸出は大半がドル建て。中国製造拠点側での為替予約の

自由度は低い。そのため、中国拠点では人民元－ドルの、日本本社ではドルー円のリス

クを保有。日本国内で、直物為替、為替予約、通貨オプションを組み合わせてリスクヘ

ッジ中。日中の取引であり、円－人民元の為替予約ができればベターとは考えるが、現

在は困難なため、ドル建てで貿易取引を実施中。 

（B 銀行：中国進出外資系銀行上海支店） 

・先物レート呈示にあたっては、①人民元金利として何を利用するか、②外貨枠との兼ね

合いで米ドル金利が割高になること、③銀行としての先物のマーケットカバーをどうす

るかなどにより、時期により、あるいは銀行によりばらつきは出得る。 
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・顧客の為替予約の利用としては、一日あたりの変動幅が拡大した 2007 年後半より増加

している。特に中国からの輸出型企業の利用が、人民元高予想もあり、早めの採算確定

を狙いに輸入型企業と比較して、増加傾向にある。 

（C 法人：日中分野の財団法人） 

・人民元高は長期的かつ漸進的に継続するだろうとの意見が大半。短期的な為替ヘッジよ

りも、むしろ、他の要因（労働コストの上昇、企業所得税に関する優遇策の撤廃、増値

税還付率の引き下げなど）を含めたトータルとしてのコスト上昇に対して、コスト圧縮

の方策や中国拠点の扱いを検討している企業が多い印象。 

 

ヒアリング結果から、為替予約に関する本章第 2 節で考察した純粋な金利裁定が働きづら

いこと、企業のタイプ（輸出型・輸入型）で為替予約の利用に差のあること、グループ企

業での為替ヘッジ手法への工夫の仕方などが確認できた。また、C 法人の意見に見られる

ように、為替変動への対応とともに、他の要因も含めたコスト上昇をどう考えるかが日系

企業にとっては重要であると言える。その場合には、中国拠点を中国外への製品供給の拠

点と捉えるか、中国国内市場進出の役割を担う拠点と捉えるかで、企業毎の戦略に差が出

てくるであろう。 

 

 各企業により、海外拠点の設置状況、中国および中国以外の海外との取引状況、取引契

約通貨の構成など様々であり、それにより、採り得る為替リスクヘッジ手法も多様である。

第 3 章で挙げてきた各種の手法と人民元の相場動向および規制緩和との両面にバランスよ

く目配りしながら、自社に 適な手法を模索することとなる。その際に、第 2 章の先行研

究でも挙げた大久保（2007）にある「中国の独自判断」、「制御可能な対応」、「漸進性」の

3 点をキーワードに人民元の制度改革は進むことが想定されることから、中国進出企業は

中国のマクロ経済の状況を大局的に押えつつ、中国当局が取り得る制度変更およびそのス

ピードを意識することが、リスクヘッジの前提条件であると考えられる。 

また、今後は中国国内でも拠点を多数設ける企業が増えると思われるが、その際には、

中国国内での財務機能を統括する「財務公司」を設立し、中国国内のグループ企業の資金

管理を効率的に行うことが可能となる。日系企業では、松下・日立などが既に設立済であ

る。但し、グループ内の資金プーリングなどいわゆる資金効率運用の役割は可能なものの、

為替リスク管理については、為替予約の実需原則の存在などもあり、自由にできるわけで
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はない。中国当局が、上海などの国際金融都市としてのステイタスを上げることを狙って、

こうした「財務公司」に対して、段階的ではあろうが為替リスクの集中管理機能を付与す

る可能性もあると考えられ、進出企業としてはそうした動きも今後注目していくこととな

ろう。 
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まとめ ～ 今後の研究課題 

 本論では、制度改革以降の人民元の相場動向と企業の視点での為替リスク管理につき検

討した。しかし、その制度改革はまだ途上と考えられ、今後の人民元の相場動向も予断は

許さない状況である。そのため、引き続きその変化は注視していく必要があろう。また、

中国が徐々にではあるが、国際金融分野でのステイタス・シェアを高めていくにつれ、国

際的な、特にアジア域内への影響は大きくなっている。（為替取引に関するシェアは巻末の

資料１・２参照）そのため、中国あるいは人民元のみで捉えるのではなく、アジアおよび

域内の通貨制度のありかたといった広い視野で捉え、その影響を受ける企業の視点での研

究を今後も継続していきたい。 
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＜資料１＞ 為替取引高の推移（一日平均） 

 

（出典）Yosuke Tsuyuguchi and Philip D Wooldridge “The evolution of trading activity 

in Asian foreign exchange markets”BIS Working Papers  May2008 

 25



＜資料２＞ 通貨ペア別為替取引高 

 
（出典）Yosuke Tsuyuguchi and Philip D Wooldridge “The evolution of trading activity 

in Asian foreign exchange markets”BIS Working Papers  May2008 
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