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人民元国際化について 

 

 

 

はじめに 

1980 年代以降，金融の国際化が急速に進展している。新興国の経済規模拡

大に伴って、米国中心の世界経済秩序から多極的世界経済が起こっている。国

際通貨システムは現在のドル優位から新たな体制に変貌すると予想される。中

国は、2008 年の国際金融危機以降、企業・金融機関の為替リスク削減や中国

経済の規模拡大に見合った国際的地位の獲得等を目的に、重要な政策として人

民元国際化を推進している。そのために、中国は、他の先進国でも行われてき

た金利自由化・貿易や国際的な金融取引に関する規制緩和（資本取引自由化）・

市場インフラの整備だけでなく、通貨スワップと人民元建て経済援助を通じた

海外への人民元の供給、トップ主導の通貨外交の展開など、政治・経済面で総

力をあげた対応を実施している。 

 そこで本稿では、人民元国際化の現状と背景、これまで人民元国際化に関す

る施策、さらに、人民元国際化を進める上での中国の課題等について改めて考

察する。 

 

 

 

人民元国際化について 

1.1 通貨の国際化について 

 一般的に、通貨は、経済活動の必要から、価値の交換手段、価値の保蔵手段、

価値表示機能の 3 つの機能を兼ね備えたものと定義されている。価値の交換手

段は通貨を媒介とした物々交換に例示される。価値表示機能とは、モノやサー

ビスの価値を通貨という共通の単位で表示できる機能を意味している。価値の

保蔵は、通貨は将来にわたって価値を保つことができることを言う。国際通貨1

とは、世界的な規模で、基軸通貨の 3 つの機能をすべて満たしているわけでは

ないけれども、一定の地域内で、または、3 つの機能の一部分を満たす通貨と

して、複数の国国の間で流通する、特定の国の通貨を意味する。具体的に、ク

ロスボーダーの取引および海外での取引における人民元の使用割合、あるいは

非居住者の資産保有における元建て比率が高まっていくことを指す。 

 人民元国際化といえば、国際通貨制度における人民元の役割の上昇、および、

経常取引、資本取引、外貨準備等における人民元のウェイトの上昇のことが考

えられる。 

 

                                                     
1桜井錠治郎、ユーロは基軸通貨か、国際貿易投資研究所、2014  
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1.2 人民元国際化の意味と背景 

 中国はこれまでクロスボーダーの資本取引をという戦略をとってきた。クロ

スボーダーの資本取引というのは、国外からの証券投資や借入などの債務性資

金の取り入れを厳しく制限するという戦略である。この戦略は、国外への急激

な資金の引き揚げによる収支混乱に対する抵抗力が強い性格を持っている。し

たがって、国外で起こる様々な経済的混乱が中国国内経済に波及する度合いは

相対的に小さかった。この様な性格は、1997 のアジア通貨危機で中国が通貨・

金融危機を回避できたことに体現される。また、2007 年の米国サブプライム

危機に端を発した世界的な金融危機においても、国内金融セクターに危機が波

及することがなかったのは、厳しい資本規制の存在が大きかったと考えられる。 

 しかし、この間に、中国は大幅な経常黒字を持続するとともに、通貨危機へ

の備えもあって、米国債を中心に外貨準備を積み上げてきた。2008 年以降の

世界的な金融危機によって、米ドルやユーロなど主要通貨の為替レートは大き

く変動し、貿易取引を米ドルに過度に依存する中国の貿易体制の弊点が次々と

露出される。2008 年世界的な金融危機以後、人民元国際化は重要な議題とし

て提起された。主な理由として、外貨準備資産の減価リスクの防止、国際通貨

制度の公平性の欠如 2が挙げられる。また、中国の金融機関が業務を拡大し競

争力を強化できる点で人民元国際化のメリットが大きいから、08 年の世界金

融危機を契機に人民元の国際通貨化の取り組みが本格化した。 

 

 

1.3 人民元国際化の決定要素 

 

 通貨国際化の要素として、関（2009）は①世界経済に占めるシェアが大きい

こと、②その国の通貨の価値への信頼が確立されていること、③整備された金

融市場、自由・開放的為替・資本取引市場、居住者・非居住者が差別なくアク

セスできる国内の金融市場と三つの条件を提出した。また、SDR構成通貨入り

のためには、①輸出額が最も多い国・地域の通貨であること、②自由利用可能

な通貨であること、が要件となっている。このうち、自由利用可能通貨である

と判断されるためには、（a）国際取引での支払いに実際に広く使われている通

貨であり、かつ、（b）主要な取引市場で広く取引されている通貨であることが

必要とされている。3 

 ある通貨が国際化できるかどうかはその国の経済規模や世界貿易における

シェアが重要である。具体的に、当該国の対外取引を中心とした経済活動が世

界あるいは特定地域に置いて一定レベルに占めることである。ここで、中国の

経済規模について見てみよう。 

 1970 年代末期から始まった改革開放政策の実施をきっかけに、中国経済は

高度成長期に入り、1980 年から 2015 年までの平均成長率は主要国、ひいては

                                                     
2薛軍、中国人民元国際化の現状と問題点について、証券レビュー第 55巻第１号、2015：72 
3
関志雄、『人民元切り上げ論争―中・日・米の利害と主張』東洋経済新報社、2004 

 



世界全体を大幅に上回る 9.7%に達している。図 1 の示したように、中国の GDP

規模は、米国に次ぐ世界第二位になった。中国は名目 GDP および輸出入におい

て、1980 年時点の日本と同じかそれ以上の規模に達している。中国の世界貿

易におけるシェアは、2000年の 3.7％から 2012年には 10.7％となった。また、 

為替の影響を排除した購買力平価ベースの GDP で中国が米国を抜いて世界一

に躍り出た。さらに、世界全体の貿易収支から見れば、中国は、2005 年から

貿易収支の黒字を大きく上昇させて来ている。このように、中国の経済規模や

貿易取引額が拡大し続け、世界貿易におけるシェアは急速に拡大しており、物

価も低位に抑制されている。地域と経済における中国への依存度が高まってい

くと考えられる。貿易をはじめとした経常取引や資本取引というクロスボーダ

ー取引が増加することが求められる。これらの点をみれば、人民元は実体経済

面では国際通貨としての資格を着実に備えつつあるといえよう。 

 

図 1 2015 年世界の主要国の経済規模（単位:10 億ドル） 

 

 アメリカ ドイツ 日本 中国 イギリス スイス 

名目 GDP 17947 3357 4123 10982 2849 664 

世 界 の

GDP に占

めるシェ

ア（購買

力平価ベ

ース） 

16.14% 3.45% 4.40% 16.32% 1.97% 0.41% 

出

所: https://www.quandl.com/collections/economics/gdp-as-share-of-worl

d-gdp-at-ppp-by-country 

 

 

 人民元を国際通貨にするには、整備された金融市場、自由・開放的為替・資

本取引市場、居住者・非居住者が差別なくアクセスできる金融市場が必要であ

る。2010 年の IMF 理事会では、人民元は輸出額の要件を満たしている一方で、

自由利用可能通貨の要件を満たさないと判断されたが、通貨の如何を問わない

資本取引を促進するために、国内の金融改革を進め、難易度の低い資本項目か

ら高いものへ順次規制緩和を進めていた。クロスボーダーの経常・資本取引に

おける規制が緩和・撤廃され、2015 年の IMF 理事会では、人民元は要件を満

たしていると判断され、2016 年 10 月より、人民元が SDR の構成通貨入りする

ことが決定された。 

2．人民元国際化に向けた戦略 

2.1 人民元国際化の歴史 

 

 中国は長い間、厳重な資本規制のもと固定相場制を採用してきた。社会主義

経済の時代は、政府が外貨を集中管理していた。資本取引は厳しく制限されて

いた。中国は、1994 年に公定レートと市場レートの二重レートを統合し、1996

年に経常取引における為替制限を撤廃し、1990 年代以降、徐々に為替取引の

https://www.quandl.com/collections/economics/gdp-as-share-of-world-gdp-at-ppp-by-country
https://www.quandl.com/collections/economics/gdp-as-share-of-world-gdp-at-ppp-by-country


自由化を進めてきた。しかし、1997 年のアジア通貨危機で、東南アジア諸国

が経済危機とそれに伴う自国通貨の大幅な切り下げた結果、資本規制の緩和に

より慎重に検討する姿を見せている。人民元は基本的にはクロスボーダーの取

引や国外での受け渡しを伴う取引において使用が不可能な通貨であった。 

 1994 から 2005 年まで、二重為替レート制は廃止され、銀行間の為替市場が

形成された。2005 年以降、人民銀行は為替市場の需給に基づき、通貨バスケ

ット値を参考にした管理相場制を採用している。 
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2.2 人民元国際化の進展 

 

 人民元国際化の最大の壁として、資本の自由化と金利自由化があげられる。

資本の自由化は、計算単位・支払手段としての人民元の使用の規制緩和が前提

である。貿易面では、2009 年に上海市等で人民元による貿易決済の試行をき

っかけに、徐々に貿易面における人民元の使用緩和が開始された。その後、段

階的に地域や対象企業が拡大され、2012 年には全面的に解禁された。2009 年

7 月、中国人民銀行ほか関連部門は「クロスボーダー貿易人民元決済試行管理

弁法」4を施行した。「弁法」では、上海市および広東省の 4 都市におけるパイ

ロット企業は、香港のほかASEANの取引先との間の貿易取引において人民元に

よる決済が緩和された。2010 年 6 月には、中国国内の 20 の省・自治区・直轄

市の企業（輸出はパイロット企業に限定）と全世界との貿易取引に広がり、そ

の後さらに対象の拡大が進められ、現在では国内の全ての地域において、貿易

権を有する企業であれば人民元によるクロスボーダー貿易取引が可能になっ

ている。2010年 6月にはサービス取引などを含む経常取引全般に拡大された。 

次に、対外・対内直接投資においても、中央・地方政府による承認が必要で

はあるものの、2011 年に人民元建ての取引が解禁された。2011 年 1 月には、

中国人民銀行が対外直接投資の人民元決済の試行として「域外直接投資人民元

決済試行管理弁法」を公布し、中国からの流出方向の直接投資を人民元建てで

行うことを認めた。2011 年 10 月には、商務部が「クロスボーダー人民元直接

投資に関する関連問題の通知」を、中国人民銀行が「外商直接投資人民元決済

業務管理弁法」をそれぞれ公布し、これにより海外の投資者が人民元で対内直

接投資を行うことを認めた。2015 年 11 月、国際金融基金（IMF）が中国の人

民元を特別引き出し権（SDR）の構成通貨の 1 つにすると決定した。それは人

民元が国際通貨の 1 つとして公式的に IMF に認められたということである。 

 金利自由化において、中国では、貸出・預金金利の自由化に向け、1990 年

代後半以降に順次対応を進めている。中国の金利政策は銀行の「窓口指導」が

主たる政策手段となっている。銀行の貸出・預金金利は人民銀行の基準金利に

よって定められている。これは銀行の利鞘を確保し経営を安定させているため

でもある。貸出・預金の基準金利は期間毎に定められており、金利のイールド

カーブを人民銀行が人為的に決定している。こうして、銀行は市場で資金の需

給が一致する資金の量をコントロールする。貸出金利は 2013 年、預金金利は

2015 年に自由化されたというステップで金利の自由化を進めようとしている。

その主な取り組みとして、2004 年 10 月商業銀行が貸出金利の上限規制を撤廃

し、2013 年 7 月、貸出金利の下限規制を撤廃した。預金金利について、2004

年 10 月、商業銀行は預金金利の下限規制を撤廃し、2015 年、商業銀行の 1年

                                                     
 



預金金利の上限規制の撤廃を実現させた。5 

 また、人民元の為替レートについてもバスケット通貨に緩やかに連動する管

理された変動相場制であり、自由な変動相場ではない。為替レートの決定理論

は購買力平価を基準にした理論と金利平価を基準にした理論がある。購買力平

価は経済活動の国際比較を行うのに適した通貨換算レートである。為替レート

とは異なり、それは各国間の物価水準の差異を補正する。物価水準と所得が低

い国々を考える場合、為替レートによる換算は、所得の高い国を過大評価し、

所得の低い国を過小評価する恐れがあるもう一つはである。2 国間に金利差が

生じる場合、最終的には為替レートの変動によって金利差は相殺され、利益は

得られないこともある。中国では、現在、貿易収支のみの視点から見た均衡為

替レートの推定は政策的指針としては限界があると指摘されたことがある。為

替レートがより弾力化すると、銀行部門の直面する為替変動リスクが増大する。

中国の為替相場は主体性、コントロール可能性、漸進性の三原則のもとで、「市

場の需給を基礎とし、バスケット通貨を参照した管理変動相場制度を整備し、

為替レートの上下双方向への変動弾力性を増加させ、人民元為替レートの合理

的均衡水準での基本的安定を維持する」を改革の方向としている。62005 年は

人民元が小幅切上げ、固定相場制から管理変動相場制へ移行が見られたが、12

年中国人民銀行による為替市場介入が大幅に減少し、人民元の対ドル日中変動

幅を±0.5％から±1.0％に拡大した。 

 さらに、資本が交換しあう市場の整備について、オフショア市場での人民元 

決済を行う場合、中国人民銀行がクリアリングバンクを設立した。人民元クリ

アリングバンクは、2003 年に香港をはじめ、アジア、欧州、資源国等の 20か

国・地域に設置されている。2015 年 10 月に人民元クロスボーダー決済システ

ム（CIPS）が発足し、CIPS に参入した外国銀行が、中国人民銀行に開設して

いる口座を使って外為関連の人民元決済を行うことが可能になっている。 

 

3．人民元国際化のメリットとデメリット 

 以上を踏まえ、人民元国際化は、国際化促進によるリスクとメリットのバラ

ンスを取ることが必要となる。ここで、人民元国際化のメリットとデメリット

をそれぞれ考察する。 

3.1 メリット 

 中国は、世界金融危機以降、人民元の国際化戦略を推進している。国際化が

進めば、中国の貿易企業や金融機関には大きなメリットがある。自国通貨の国

際化には、為替リスク削減等のベネフィットが存在すると言われている。とく

に当該国の通貨が貿易取引における建値通貨および決済通貨として用いられ

ることにより、企業が負担する為替変動リスクが軽減される。国際化戦略に後

押しされていることもあり、人民元の為替取引はアジア域内を中心に急増し、

世界の為替取引におけるシェアも高まりつつある。資金決済面では、グローバ

ルな決済通貨としての人民元の地位が、低い水準からではあるが、急速に上昇

している。SWIFT（国際銀行間通信協会）を使った貿易・金融決済額における

                                                     
5関志雄、進む金利の自由化―銀行の預貸金利を中心に―、独立行政法人経済産業研究所

http://www.rieti.go.jp/users/china-tr/jp/120906kaikaku.html 
 
6大久保勲、リスク管理の観点からの人民元相場動向分析、福山大学経済学部、2014：7 

http://www.rieti.go.jp/users/kan-si-yu/index.html
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig9er2rfXPAhVkxYMKHbaiBGEQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Ffukuyama-u.repo.nii.ac.jp%2F%3Faction%3Drepository_action_common_download%26item_id%3D6333%26item_no%3D1%26attribute_id%3D18%26file_no%3D1&usg=AFQjCNGxqcKupmITtPAGyS5J-PPEE87JBA


人民元のシェアは、2016 年 1 月時点では 5 位となっており、2012 年 1 月時点

の 20 位、2014 年 1 月時点の 7 位から着実に順位が上昇している。7また、貿

易・直接投資における人民元の使用状況 8をみると、中国における人民元建て

の貿易決済金額は上昇傾向を辿っており、中国の貿易総額に占める人民元建て

決済の比率は 3 割程度に達している。中国の直接投資における人民元建ての比

率も、対内投資・対外投資とも、着実に上昇している。域内貿易における人民

元建て決済の比率は確実に上昇している。 

 ほかに、金融機関の国際競争力強化が挙げられる。金融機関の国際競争力に

ついては、通貨が金融取引により広く利用されれば、その国の通貨の取り扱い

に優位性を持つ当該国の金融機関の競争力が強まり、ビジネスチャンスが拡大

しよう。さらに、自国通貨の国際化は金融機関にとって外貨調達などにかかる

流動性のリスクの軽減につながるメリットもある。この結果、金融・資本市場

の発展がもたらされる。中国の銀行や証券会社は人民元建ての対外融資、貿易

金融、人民元建て外債の発行などで、欧米の金融機関に対して比較優位を持ち、

高い為替リスクとコストを負わずに高収益を獲得できる。これにより、上海と

香港の国際金融センターとしての地位も高まるだろう。 

 

3.2 デメリット 

 デメリットとしては、通貨が外国の経済主体に利用されるなか、対外取引を

通じ、国内に投機性の強い資金が出入りし、金融市場が不安定化する可能性が

高まることがあげられる。人民元の国際化が飛躍的に進み、経済活性化にも寄

与するというベストシナリオが期待できる反面、急速な自由化に中国の金融シ

ステムが対応しきれず、混乱を招くというワーストシナリオも想定し得る。 

 従来、中国が貿易における資本取引に厳しい規制を課しているのはそのため

である。実際に実物取引に裏付けられた資金と投機性の大きい資金とを区別す

ることは困難なほか、先進各国の例が示すとおり、金融・資本市場が厚みを持

つためには、ある程度、投機性の資金が流出入する必要があることも事実であ

ろう。 

 

 

3.3 人民元国際化の課題 

 人民元国際化が進展しているなか、一般的に資本取引の自由化の前には国内

の金利自由化が必要と考えられる。中国元が決済通貨として使用されるために

は、中国の金融法や銀行管理が国際標準化され、透明度を高め、金融自由化さ

れることが必要である。国内の金利が自由化されていないなかで資本取引を自

由化すると、当局のコントロールが及ばない形でオフショアから資金が流入し

てしまい、インフレやバブルの発生を助長しかねない。逆にオフショアへのキ

ャピタルフライトを招くこともある。現時点では、人民元国際化の条件はとは

いえない。「国際化」の条件が整った時に、中国の経済レベル、一人あたりの

国民所得が、近隣諸国と同程度であり、かつ、経済成長率が近隣諸国よりも高

いことが必要である。経済成長率ではなく、経済レベルとなると、かなり厳し
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いハードルである。人民元オフショア市場建設を通じてオフショアの広さと深

さを高めることである。 

また、中国版のグロバリゼーション、地域統合を通じて人民元の周辺化、及び

グローバル化を推進することにある。人民元は安定しており、人民元の国際地

位が確立されているとはいえ、中国の金融市場、自由・開放的為替・資本取引

市場、居住者・非居住者が差別なくアクセスできる国内の金融市場の条件との

距離は依然として大きいことが現状である。特に、中国が資本取引に対して多

くの制限を設けていることは、人民元の国際化の制約となっている。資本取引

の自由化に関する制度改革について、中国共産党第 18 期中央委員会第 3 回全

体会議では、『改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する中共中央

の決定』が通過され、金利の自由化、為替レートの自由化など方針が示された。

資本取引の自由化が今後加速すると予想され、その歩調に合わせて、周辺諸

国・地域を中心に、人民元の国際化も進展してこよう。金融市場、為替・資本

取引市場の自由化を実現するために、順序を重視し、慎重かつ段階を経て進め

てゆく必要がある。 
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おわりに 

 

 

本稿では、人民元国際化の現状と背景、これまで人民元国際化に関する施策

を分析し、人民元国際化を進める上での中国の課題等について考察した。 

国際通貨となるための必要条件から見れば、中国は経済が安定し、物価も低

位に抑制されている。世界全体の経済統合が進む中、域内の最終消費地として

の中国の重要性が高まっていくだろう。人民元は、実体経済面では着実に国際

通貨としての資格を備えつつあるといえよう。 

2008 年の国際金融危機に伴い、米ドル等の主要国通貨の為替相場が大きく

下落したことを受けて、中国では、外貨準備や貿易決済における為替リスクを

問題視する声が高まった。これをきっかけに、人民元国際化の取り組みが本格



化した。人民元国際化は、資本の自由化、金利自由化、資本の交換しあう市場

の整備の三つの面から推進している。 

国際化が進めば、当該国の通貨が貿易取引における建値通貨および決済通貨

として用いられることにより、為替リスク削減等で企業が負担する為替変動リ

スクが軽減される。ほかに、金融機関の国際競争力強化が挙げられる。一方、

中国は国際的ホットマネーの流入と流出の影響を受けやすくなり、国内の金融

政策など、マクロ経済政策の有効性が損なわれるデメリットがある。人民元の

国際化を今以上に進めるためには資本取引の自由化を進めなければならない。 

 

 

 

 


