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1 はじめに

総務省、市場公募債発行地方公共団体（静岡県、川崎

市）、地方公共団体金融機構、（財）地方債協会は、海外

投資家層の拡大を目的として、10月12日から10月16日ま

での日程でアジア諸都市において本邦地方債のIRを行っ

た。（別図①参照）

地方債に係る今回の海外IRは、総務省としては、昨年

度に欧州4カ国で行ったIRに続いて二度目の海外IRであ

る。前回の欧州諸国におけるIRは、世界的な金融危機の

真っただ中に行われたが、今回のアジア諸都市におけるIR

は昨年度に比べ改善した金融環境下での海外IRとなった。

なお、文中意見等にわたる部分は筆者の個人的見解で

ある。

2 非居住者等による地方債投資の環境整備

現在、本邦債券に係る非居住者等による保有割合は、

日本銀行「資金循環統計」（平成21年6月末速報値）によ

ると、国債は6.1％、政府関係機関債は4.0％、事業債は

1.0％となっている一方、地方債における保有割合は、微

増傾向にあるものの0.2％の1,220億円にとどまり、非居住

者等による地方債投資は大幅には進んでいない状況にあ

る。（別図②参照）

海外IRの実施と海外投資家層拡大
の取組み～アジア地域で初めての
IRを実施～

総務省自治財政局地方債課

課長補佐　赤岩　弘智
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これまで、非居住者等による本邦地方債への投資の促

進に向けて、（1）非居住者非課税制度の創設、（2）国外

での円建て地方債（ユーロ円債）の発行を可能とする政

令改正（別図③参照）、（3）クリアストリーム（欧州最大

の国際証券決済機関）が間接口座管理機関（FIAMI）とし

て口座開設、（4）地方公共団体による海外IRの実施（別図

④参照）、（5）英文資料の作成とそのＨＰへの掲載等、制

度・運用両面にわたり様々な取り組みを進めてきた。

加えて、総務省は、本年8月に、平成22年度総務省主要

税制改正要望として、（1）非居住者等の受け取る振替地

方債の利子に係る非課税手続の簡素化及び非課税対象者

の拡充、（2）非居住者等の受け取る振替地方公共団体金

融機構債券等の利子に係る非課税制度の創設などを挙げ

た（別図⑤参照）。また、金融庁は、同じく本年8月に、

平成22年度税制改正要望項目として、（1）非居住者等が

受け取る国債・地方債に係る利子の非課税措置について

簡素化・拡充を図ることを総務省等と共同要望するとと

もに、（2）非居住者等の受け取る振替地方公共団体金融

機構債券等の利子に係る非課税措置についても「社債等」

の利子に係る非課税制度として総務省と共同要望した

（別図⑥参照）。

なお、総務省は、税制調査会の指示を受け、8月末に提

報　告
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出した税制改正要望の見直しを行った上で、10月30日付

で、（1）非居住者等の受け取る振替地方債の利子に係る

非課税手続の簡素化及び非課税対象者等の拡充、及び（2）

非居住者等の受け取る振替地方公共団体金融機構債券等

の利子等に係る非課税制度の創設等について、平成22年

度総務省税制改正要望を提出した。また、金融庁も、本

年8月と同様に、10月30日付で共同要望を行った。

本邦地方債（証券形式）の投資家業態別保有割合（日

本銀行「資金循環統計」2009年6月末速報）を見ると、国

内銀行、中小企業金融機関等、生命保険、共済保険等の

国内金融機関で過半を占めているため、地方債市場の流

動性確保や将来にわたる安定的な資金調達環境の維持の

観点から、国内投資家とは異なる運用ニーズを持つ海外

投資家層の拡大が重要であると考え、昨年度に引き続き

地方債海外IRを実施した。

別図⑤

別図⑥

（次頁に続く）
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3 海外IRの対象投資家類型と訪問都市

本邦地方債に投資を行う主な海外投資家層の業態につ

いては、（1）アセット・スワップ・プレーヤーと（2）円

ポートフォリオ保有ニーズのある投資家が挙げられる。

（別図⑦参照）

地域別特性で見た場合、欧州はカバード・ボンドの適

格資産として本邦地方債を位置付けている国もある一方、

今回、海外IRの訪問先としたアジア地域については、主

に外貨準備の観点から円を保有していることなどが特性

として指摘されている。（別図⑧参照）

世界的な金融危機により景気が弱含んできたアメリカ

や欧州に比して、アジアにおいては中国を中心に景気拡

大が続いており、中国、NIEs、ASEANといった「アジア

新興国」は、近年、世界経済に占めるプレゼンスを増大

させている。中でも、新興国、資源国での外貨準備を背

景にSWF（ソブリン・ウェルス・ファンド）が投資主体

としての存在感を増している（別図⑨参照）ことから、

今回は、訪問地域としてアジアを選定し、啓蒙活動の意

味も含め地方債PRに力点を置き、シンガポールと香港で

はセミナーを開催し、日本国債（JGB）を既に保有もしく

は過去に投資したことがある投資家層を中心に、本邦地

報　告
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方債の認知度を高めるべく、ソウル、シンガポール、香

港、北京において個別投資家訪問を実施した。

なお、我々訪問団員は、今回のアジア4都市訪問に際し、

これらの都市の経済隆盛の状況を肌身に感じ、今後の更

なる経済発展に思いをはせたところである。

4 海外IRの概略

今回の海外IRは、アジア金融市場の中心都市であるシ

ンガポール・香港に、ソウル、北京を加えた4都市におい

て実施した。国及び地方公共団体職員の参加が容易とな

別図⑧

別図⑨
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るよう日程選定を行うとともに、中国の国慶節による現

地国の休暇日程等を勘案し、ビジネス・デー5日間をフル

に現地でのIRに充てるよう調整した。昨年度同様、国が

共催するIRであったことから、各国大使館・総領事館の

協力を得ることができ、空港送迎、日中移動の支援や、

大使館員等の同行支援、等を受けた。また、ソウル、シ

ンガポール、北京に事務所のある自治体国際化協会（ク

レア）からは、現地の情勢等について情報を頂いた。金

融機関関係者からは、対象地の絞り込みに関する情報提

供やセミナーへの投資家招集、個別投資家訪問のセッテ

ィング等において協力を頂いた。大使館、総領事館、ク

レア、金融機関関係者等にこの場をお借りして深く感謝

申し上げたい。

セミナーは2都市で開催され、シンガポール会場では約

30人（別図⑩参照）、香港会場では中国系銀行を中心に約

40人（別図⑪参照）の投資家等に集まっていただいた。

加えて、ソウルでは1件、シンガポールでは2件、香港で

は1件、北京では2件の大手投資家への個別投資家訪問も

実施した。

昨年度は、総務省、地方公共団体、地方債協会の3主体

であったが、今年度はシンガポール・香港のセミナーで

は地方公共団体金融機構にも参加していただいた。

昨年度に欧州で実施した海外IRセミナーへの参加者へ

のアンケートの結果に依れば、海外投資家による地方債

投資を阻むと考えられる主な要因として、①決済、②言

語、③ドキュメンテーション、④流動性、⑤情報開示レ

ベルが上位5項目として挙げられた（別図⑫参照）。これ

を踏まえ、これらの点の説明に重点を置きながらも、ア

ジア地域においては、現在のところ本邦地方債に係る認

識が欧州に比して低いと思われることを意識して、基本

的な事項に係る説明についても一定の時間を割いた。

説明内容は、総務省より、（1）日本の地方債市場の概

観（特に、全国型市場公募地方債の発行団体数がこの6年

間で29団体から47団体へ増加し、同発行額についてはこ

の10年間で約3倍に増加してきた点）、（2）日本の地方債

投資の魅力（対10年国債で10～30bpsのスプレッドを安定

的に享受できること、発行年限が多様化されていること、

共同発行債等は高い流動性を有している等）、（3）地方債

の高い信用力（日本の地方公共団体及び地方債は、地方

交付税制度、地方債協議制、地方公共団体財政健全化法

等によって支えられていること等）、（4）海外投資家に対

する投資環境整備（英語版HPの充実等）等について説明

を行った。地方債協会からは、（1）共同発行債の概要

（地方財政法第5条第7項に基づき全国33団体が公募発行す

る地方債であること、連帯債務スキームや流動性補完フ

ァンドを有していること）、（2）発行状況（2009年度にお

いては毎月約1,200億円、年間約1.39兆円の発行を予定し

ていること等）、（3）共同発行債の特徴（発行残高は約8.5

兆円と高い流動性を有しており、国債を除く債券の中で

はベンチマーク的存在であること）などを説明した。地

方公共団体金融機構からは、（1）地方公共団体金融機構

の概要、（2）機構のこれまでの経緯、（3）業務内容（地

方公共団体金融機構は、債券を発行することによって市

場から資金調達を行い、それを原資として全国の地方自

治体の一般会計および公営企業に対して貸付を行うこと、

金利変動リスクに対して約3.4兆円の金利変動準備金等を

積み立てていること等）、（4）地方公共団体金融機構債券

の特徴、等について説明を行った。後半部分においては、

静岡県が、静岡県のみならず日本のシンボルである富士

報　告
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山を含む静岡県の自然や産業といった県の概要、県政運

営と財政状況、県債発行について説明を行った。川崎市

も同様に、川崎市の地理、産業、環境保護への取り組み

や文化芸術に関する紹介のあと、同市の市政運営や財政

状況と市債発行について説明を行った。なお、個別投資

家訪問においては、総務省、地方債協会、静岡県、川崎

市が参加し、それぞれが説明を行った。

また、今回のアジアIR実施に先立ち、各種プレゼンテ

ーション資料及び海外IR不参加団体で英語版IR資料を準

備している団体の資料を地方債協会英語版HPに掲載する

ことで、海外投資家が事前に情報収集を行いやすいよう

に配慮した。

5 全体的な印象

昨年度の欧州IRでは、既に本邦地方債への投資経験が

ある投資家が主要なターゲットとなっていたため、地方

債の高い信用力や償還の確実性についてはほぼ得心して

おり、さらに細かい実務的な点についての関心が高かっ

たようだが、アジアの投資家は、本邦地方債の商品性の

みならず、地方債制度・地方債市場そのものに関する知

識が欧州に比べ少ない点が再認識された。しかしながら、

各都市において様々な質問が提起されるなど、本邦地方

債の理解に向けた積極的な姿勢が感じられたことから、

当方にとっては潜在的な投資家層の開拓という点で、投

資家にとっては投資商品層の拡大という点で大変有益な

機会であったと感じている。

6 主な質問・意見等

質疑応答については、基本的な質問に加え、地方債の

国内・海外の投資家保有比率や投資家層に関する質問が

比較的多かった。

主な質問・意見は、具体的には以下のとおりである。

・日本の地方債の主要投資家はどういう投資家か。

・国内投資家はどのような投資家か。

・海外投資家による日本の地方債の保有比率はどれく

らいか。

・国内投資家と海外投資家では、税制面での扱われ方

に違いはあるか。

・非課税措置は、Private Placement（非公募債）にも適

用されるのか。

・地方債投資家の保有姿勢は、Buy&Holdなのか。

・地方債の信用力は国債と同様と理解して良いか。

・地方債のBISリスクウェイトは、日本国債と同様に

0％であるのか。

・日本の地方公共団体においては、財政破綻の前例が

あるか。

別図⑫
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・財政状況が悪化した場合、中央政府によるサポート

はあるのか。

・地方債に対する国（中央政府）による保証はあるの

か。

・47の全国型市場公募債発行団体数は、法律等により

その数が定められているのか。

・地方債のBid-Askスプレッドはどのくらいか。

・日本の地方債は、国際的なインデックスに組み込ま

れているか。

・1998年以降、政府資金が減少してきた理由は。

・新政権発足による影響はあるか。

・日本には全国で約1,800の地方自治体があるとのこと

だが、そのうち33団体しか共同発行債に参加してい

ないのはどうしてか。

・共同発行債に参加している団体の中で格付け格差は

あるのか。

・地方公共団体金融機構の貸付年限及び資金調達年限

は。

・公募地方債の新規発行債の1回当たりの発行規模はど

のくらいか。

・円以外の通貨での発行はあるのか。

・ユーロ円債の発行残高はどのくらいか。

・起債した資金の使途は何か。

・地方自治体の実質公債費比率の平均はどれくらいか。

・将来負担比率の定義。

7 最後に

昨年度来の世界的な金融危機の影響を踏まえた海外投

資家の手元資金確保重視の姿勢、諸外国との比較におけ

る本邦地方債の相対的な利回りの低さ、さらには本邦地

方債に対する認識不足などが主たる要因と思われるが、

海外投資家による本邦地方債への投資は伸び悩んでいる

ところである。

しかしながら、地方債残高が高い水準で推移するなか、

発行体が将来においても安定的かつ円滑に市場から資金

調達を行うためには、長期的に投資家層の多様化や拡大

を図るように努力を重ねていくことが重要である。需給

バランスにより決定される地方債利回りに関しては、海

外投資家層を含めより多くの投資家が地方債市場に参加

することにより安定的な利回りの維持を確保できるもの

と考える。

このような考えのもと、非課税手続の簡素化、地方債

の流動性向上、地方債の年限や形態の多様化、英語によ

る情報開示と資料の拡充に向けた取り組みを継続すると

ともに、今後も継続的に海外IRを実施していくことが重

要であると考えられる。

金融危機の影響で市場回復には時間が必要と指摘され

ていた欧州に続き、金融危機の影響が比較的少なく、資

金量が豊かで、時差がほとんどないアジア地域において

初のIRを実施したことは、潜在的な海外投資家層の開拓

という点で有益であったと考えている。

引き続き、市場関係者の意見を幅広く募り、本邦地方

債に係る今後の海外IR等の海外投資家層の拡大のための

取り組みに活かしていきたいと考えている。

報　告




