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午後２時00分開会 

○三ッ本国際交流課長 それでは、時間となりましたので、ただいまより財務総合政策研

究所、第２回中国研究会を開催したいと思います。 

 あらかじめのお断りでございますが、本研究会でご議論いただきました内容は、ご発言

いただきました皆様のご確認を経た上で議事録として取りまとめ、当研究所のホームペー

ジに発表資料とともに公開する予定でございます。 

 それでは、ここから議事進行を國分座長にお願いしたいと思います。 

○國分座長 それでは、本日は、経済、特に金融をテーマにしており、三菱ＵＦＪモルガ

ン・スタンレー証券シニアエコノミストの李智雄様と、日本大学の露口洋介教授に、この

順番でご報告をお願いしたいと思っております。それぞれご報告をいただいた後に質疑に

入りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、まず李先生からお願いいたします。 

○李シニアエコノミスト どうぞよろしくお願いいたします。 

 私自身は中国研究会の資料を毎回丹念に勉強させていただいていた学ぶ側の人間でした

ので、こうしてこの場で発言させていただくことは大変名誉なことです、ありがとうござ

います。なるべく皆様のお役に立てるような話をさせていただきたいと思っております。 

 本日いただきましたお題が「マクロ経済－経済の構造転換」で、金融の話も絡めてとい

うことですが、私自身、金融のシャドーバンキングの話でございますとか、いわゆる不良

債権の問題が生じてきましたときに、そもそもなぜこれが起こったのか、それが起こった

理由をまず考えてみました。発生の理由がわからないと、この問題の持続性および再発可

能性がわからないからです。再発する可能性を考えてみると、どうやら企業が潰れている

ようであり、投資がうまくいかなくなっているようであるとわかりまして、それではその

企業がうまくいかない理由は何であるかを見てみると、モノが売れなくなったからでした。

過去を振り返ってみますと、モノがそもそもたくさん売れていた時期があったのですが、

これが急に売れなくなったのはなぜか考えてみますと、実はそれによって中国の高度成長

が終焉し、それが終焉したことによって生じたのが上記の問題であったことがわかってき

ました。これから申し上げますことは多分に皆様の知識とかぶってしまうところがあるか
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もしれませんが、そもそも中国経済はなぜ減速しているのかというところに関して小生の

意見を申し上げた上で、今起こっている問題とそれに対する対処、そこから起こってきて

いる新しい話をさせていただければと思っております。 

 まず、資料の目次で書かせていただいておりますが、私自身は需要側を分析する人間で

ございます。供給側と需要側、とマクロ経済学の分析は様々に分かれると思いますが、ま

ず真っ当な供給側の話をさせていただいた後に私の好きな需要側、そちらに重点を置いて

話をさせていただいた上で、生じてきた問題である不良債権とシャドーバンキングの現況

をお話しし、その上で生き残りをかけた競争という話をさせていただきたいと思います。

特にＦＡ化、ロボット化、自動化という形で製造装置がたくさん売れていることが昨年か

らマーケットでは話題になっておりましたが、そこに対しての誤解を解かせていただきた

いと思っていますし、本日皆様に中国製品のすばらしさについてお話をさせていただこう

と思っているところでございます。 

 まず１枚めくっていただき、２ページの上を見ていただきますと、少し読ませていただ

きますが、「我が国の社会・経済は、今や一つの大きな転機に差し掛かっている」とした

上で、「環境問題など高度成長のひずみを早急に解消し、国民福祉の向上を図ることが必

要とされている」。こちらは実は過去の日本の科学技術白書から引用したものですが、読

むとまるで中国のことを語っているようです。その次の文章はまさにそうでして、「原子

力開発、宇宙開発、海洋開発等の巨大科学技術も順調に発達を遂げた」、こちらも同じく

1980年の科学技術白書から引用したものです。今の中国と過去の日本を比較する試みはた

くさんなされておりまして、私も同じような派閥に属しているわけですが、多少違った枠

組みで話をしたいと思っています。中国側でもそれは多少許容されているようでして、大

分古い話ではありますけれども、温家宝氏が訪日されたときに、『三丁目の夕日』という

映画をご覧になったようで、当時の日本は経済発展の前期で、「我々の発展の現段階に似

ており、経験を参考にできる。」とおっしゃっていた時期がありました。そこから10年た

ちまして高度成長が終わった今の中国の、なぜ高度成長が終わったのかを考えてみたいと

思います。 

 具体的には、私自身は2020年以降４％程度の成長が当たり前になると考えておりますが、
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実は、中国政府に多少なりとも気を遣わなければいけない国際機関であるＩＭＦや世界銀

行などは６％超という成長が当たり前だと言い切っております。そこに全く気を遣う必要

のない米国のコンファレンスボードは、実質ＧＤＰは誤った数値だと明言していまして、

そもそも今の実質ＧＤＰは3.9％程度から今後3.3％へと落ちていくことを前提に話をして

おります。私も同じように考えておりますが、なぜそもそも下がったのかということをま

ず日本の経験からお話をさせていただきたいのです。 

 日本の経験を見ていただくと、ご承知のとおり成長会計というものがございまして、成

長するには人か機械か生産性を高めるしかない。これは労働か資本か技術、どれかを高め

るしかないという、いわゆるソローの成長会計でございます。1960年という一番左のグラ

フ（４ページ）から70年にかけて何が落ち込んだのか見てみると、実はすべての要素の伸

び率が落ち込んでいます。赤い労働も緑の資本も青い技術も全部落ちているので、それが

なぜ落ちたのかを見ていただいた上で、同じことが中国で起こっているという供給側の話

からさせていただきたいと思っております。 

 中国も同じようなグラフを描くことができます。（５ページ）直近2000年代から2010年

代にかけて全ての要素が下がっておりますが、それが今後、より下がってくると予想して

いることの根拠を申し上げたいと思っています。 

 初の構成要素、まず労働でございます。労働投入といってもいろいろございまして、

人口が減るので成長が頭打ち、というだけの話は私はどうも好きになれません。人口が増

えるから景気がいいとか、人口が減るから景気が悪いとかといわれると、次のような例を

出すようにしています、今人口が成長しているトップ10の国々は主にアフリカの国々でご

ざいますが、別に注目されるほど経済成長してはおりません。さらに、中国も、80年代も

90年代も人口は成長していましたが、同じく経済成長率は注目されるほどではございませ

んでした。では人口それ自体ではなくて、何が問題かというと、労働投入は“人×働いた

時間”というものでして、労働投入のボラティリティを一番決めているのは、右側のグラ

フ（６ページ）にございますけれども、就業率に加えて労働時間がかなり大きいのです。

労働時間が80年代後半から90年にかけて大幅に落ち込んだ理由は、ご承知のとおり週休二

日制でございまして、制度的なものから労働時間が落ちることがボラティリティをもたら
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すのであって、人が減るという単純な公式ではないということを前提に考えていただきた

いと思います。 

 その上で、中国は確かに人口が減っていますという直線的な考え方はできるのですが、

それは様々なグラフでご覧になっていると思います。生産労働人口が減っているなどの話

もありますが、私として注目したいのは右上の各国労働時間の推移（７ページ）でござい

まして、中国人は非常に働いているといえます。日本人の労働時間は過去に比べて大分落

ちてきました。過去、週に52～53時間あった日本の労働時間は既に44時間未満まできてお

りまして、逆に今の中国は52～53時間と過去の日本と同じぐらい働いています。 近、中

国はＩＬＯ統計における時間のデータベースの開示が悪くなったので少しわかりにくいの

ですが、恐らく今後制度的な要因もあり、多少なりとも労働時間は下がっていくと思って

います。 

 その理由としましては左下にあります１人当たり所得と年平均労働時間の関係で、多少

緩いのですが、所得が上がれば上がるほど労働時間は減っていくという関係に見出すこと

ができます。しかし、これは１人当たりの労働時間が減るわけではございません。これは

黒田さんがいろんな研究を行っていらっしゃいますが、一人一人を見てみると労働時間は

あまり減っていません。しかし、人口の構成が変わり、高齢化や少子化や高学歴化などが

あると、同じ学歴で同じ年齢で同じような仕事についている人に関しては同じ時間働いて

いるということが言えます。中国に関しましては、高齢化も少子化も高学歴化も進んでお

りますので、今後、中国において人口構成の変化という観点から労働時間が縮小するだろ

うということは、恐らくそうだろうと考えております。要するに中国の労働投入は全体と

しての平均労働時間の縮小によって、伸び率が低下すると考えております。 

 労働の次は資本でございます。日本の資本の話は少し飛ばさせていただいて、中国の資

本は現在どうかというと、ご承知のとおりＧＤＰの成長に占める投資の割合が高過ぎるこ

とが問題になっています。これは、ＧＤＰに占める投資の割合あるいはＧＤＰの成長率に

占める投資の寄与分が大き過ぎることからもおわかりになると思いますが、直近でわかっ

てきたことは、右側の所有形態別赤字企業の割合（８ページ）で見ていただいているよう

に、赤字企業が増えています。個人的には2010年あたりぐらいから増えているのが少し気
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になっているのですが、赤字企業が増えているということはやはり何かうまくいっていな

いのではないかと思います。 

 そこで、過去の日本の稼働率と設備投資の関係を見ていただくと、稼働率と設備投資に

は密接な関係がありまして、稼働率が低下すれば当然設備投資も落ち込むという関係にあ

ります。その上で今の中国の稼働率を見ていただくと、稼働率自体の統計はなかなかない

のですが、5000企業の稼働率判断ＤＩがあります。これを見ていただくと、98年から2009

年までは、国有企業改革があり、稼働率が大幅に上昇していたものが、リーマン・ショッ

クで一旦落ち込み、それが戻ったのですが、そこから緩やかにずっと下がり続けているこ

とになっています。稼働率が下がっているということは、結局のところ資本が過剰になっ

ているということではないかと考えております。これが２つ目でございます。 

 労働時間の低下と過剰になった資本の減速、３つ目は、個人的には一番好きな話でござ

いまして、技術です。技術進歩というのは成長会計からは、結局残差でしか語れません。。

その限界点も踏まえた上で考えて見ますと、1960年代から70年代にかけて大幅に技術の進

歩率が下がったことがありました。日本の同じく科学技術白書の67年版を見ていただくと、

過去の日本は貧しくて、技術の導入件数をわざわざ数えていました。何件持ってきたかを

数え、さらに過去に導入されたことのない新しい技術を数えていました。その目新しい技

術の割合（９ページ）を見ていただくと、昭和36年度、1961年には70％だった目新しかっ

た総合技術の割合が昭和41年度、つまり1966年の段階では33％と大幅に低下して、目新し

い技術がなくなってしまいました。 

 これは、関先生が大野健一さんの本の感想文でも書いてございますけれども、「他人の

通った道を追いかけるよりも、新たな道を切り開いていくほうが、速度が落ちるのは当然

である」という考え方でございます。キャッチアップするのは簡単ですが、そこから先、

自分で何か開発しようと思うと大変になってしまうということです。1970年代、80年代は

メード・イン・ジャパンが大幅に伸びました。それにもかかわらず技術進歩率が低下した

のがポイントだと思っています。決してマイナスになったわけではないのですが、伸び率

が下がってしまったところがポイントだと思っています。 

 では、中国はどうなのか。中国のＧＤＰを分解してみますと、10ページの左側の中国の
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ＧＤＰ各要素の寄与トレンドになりまして、黒い線がＴＦＰ、つまり、技術進歩率の伸び

になります。これを見ていただくと、技術進歩の計算は残差であるため、ＧＤＰから労働

と資本を引いた形で計算されるので、どうしてもぶれてしまっています。それが80年代に

１回上がり、90年代にも１回上がり、2000年代にもう１回上がりました。この３つの波が

あるように思えます。残差ですよねと言われてしまえばそうですが、そこをあえて技術進

歩という形で説明するとどうなるかですが、80年代は、右側にございますように農業生産

性が大幅に上昇しています。これは面積当たりの生産高などを見ていただければわかるの

ですが、80年代は農業でした。90年代はどうだったかについてお話しします。中国にも技

術関連の統計がございますが、海外技術輸入経費支出というものがございます。これを見

ていただくと、90年代はＲ＆Ｄ投資よりも大きかったのです。要は、海外から技術を輸入

するときの支出が中心的な技術進歩率のドライバーになっていた可能性が高いのではない

かと思います。 

 それから、左は800億元、右側は12000億元（11ページ）と軸が大分違うのですが、2000

年代に入ると技術改造経費支出という違う項目があります。私の解釈では、これまで導入

した技術を改造して応用させる段階あるいは普及させるものが恐らく2000年代に寄与した

のではないかと思います。つまり、80年代は農産物、90年代は技術の輸入、2000年代は技

術の普及という形で技術進歩が進んだのです。そこまでは自分たちでつくる必要のなかっ

た技術だったものが、2010年代以降は自らつくらなければいけなくなったので、キャッチ

アップするよりは自分で走るほうが難しいことを考えますと、当然、技術進歩率も落ちま

す。 

 労働時間の縮小、過剰になった資本の伸び率低下、技術進歩率の低下という形で考えて

いただければ、成長率は下がります。ここまでは供給側の説明で言えると思います。 

 その上で、日本と中国の違いは何だったのかと考えますと、２つあります。１つは、対

内投資が過去の日本に対しては全くございませんでした。当時、日本は、隣で朝鮮戦争を

やっていましたし、１人当たりＧＤＰも低く、日本に投資しようという奇特な投資家はお

りませんでした。技術を貸すときは、紙だけ渡して、自分たちで勝手に行ってくださいと

いう形だったので、自らつくるしかなかったものです。一方で中国はどうか。対内投資が、
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対ＧＤＰ比で見ていただくと、そもそも輸出にもいろんな形態がございますが、輸出する

ための輸入を中心に行っていまして、そのために対内投資を大幅に増やしていたところは

大分違うと思います。自分の手でつくり上げなければいけなかった日本と、ほかから資本

などを借りてきて自分たちでつくりあげる必要がなかったという意味で、応用力がつきに

くかったのではないかというのが１つです。 

 もう１つは精神論みたいになってしまいますが、日本の技術輸入には輸出制限がござい

ました。当時の輸出の技術を見てみますと制限が結構かかっていて、その技術を使ってつ

くったものは海外に輸出してはいけませんという制限が７割程度ついていました。したが

って、自分たちが輸出するためには技術を自ら開発するしかありませんでした。ここら辺

は当時の科学技術白書を見ればその壮絶さがわかるのですが、そういった違いがあったの

ではないかと考えております。 

 ここまでが供給側の要因ですが、私はこの話はあまり好きではございません。供給側の

要因で緩やかに減速していくことは考えられますが、今回のように中国経済が10％台の成

長率から６％台に下がっているという階段的な下がり方は本当に供給側で説明できるのか

というと、私はそうではないと思っています。需要側の話ではないかと思います。モノが

売れなくなったのではないかと、一言で考えてしまっています。これは企業の分析でもそ

うですが、企業が人を増やしました、資本を増やしました、特許を取りました、だからと

いって、株価は上がりません。モノが売れて初めて上がるということがポイントでござい

まして、モノが売れないと意味がないと考えています。その中で、私のほうでよく応用さ

せていただいていますのは、吉川洋先生の吉川理論と私が勝手に呼んでしまっている需要

中心の考え方でございます。当時1960年代から70年代にかけて大幅に成長率が低下した理

由は、三種の神器と呼ばれていた耐久消費財が飽和したからではないかと思っています。 

 近の若い方は三種の神器をご存じないので、一応ご説明させていただきますと、テレ

ビと冷蔵庫と洗濯機です。特に日本の方々も 近忘れがちなので、この中の神様をご紹介

させていただきますと、テレビでも南極でもない、洗濯機が神様だったということはご存

じでしょうか。これは余談ですが、東芝が開発したソーラーというものがありまして、初

期の洗濯機はこのようなものでした。ここにローラーというものがありまして、このロー
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ラーに洗濯物を入れてぐるぐる回すことで、当時は家事の中心だった女性の労働が大変楽

になったため、これを拝みたくなったという女性作家がいらっしゃいました。それを中心

に神と呼ばれ始め、それが「三種の神器」に広がったという話がございます。 

 その知識はどうでもいいと思っていらっしゃるかもしれませんが、実はこの話は大変重

要なポイントだと個人的には考えております。もう１つ違う写真ですが、これをご覧にな

って頂くと、主婦の労働時間はどのようにつくるのかというのが基本的に洗濯機の宣伝の

ポイントになっているのです。これによって何が起こったかです。農業、農民は基本的に

時間が余ることなどございません。大変で、大変で、常に時間が逼迫している方々にとっ

て、こういった家電は大幅に余剰労働力をつくり出します。そのつくり出された余剰労働

力が都市に向かうことによって工業化の発展の礎になることが可能でございます。私自身

は、途上国へ視察などに行かせていただく際には、必ず家電量販店を回り、洗濯機や家電

の全般的な普及度合いがどこまできているのか、それによって余剰労働力はどれぐらい生

じていて、工業化を進めるだけの潜在能力がどれだけあるのかをはかってもいます。 

 これが日本において50年代から70年にかけて大幅に普及が進んだことがベースになって

いまして、中国は、つまりゼロ、何も持っていない人がテレビを買うときにはすぐ買うの

ですが、１台買った後はなかなか進みません。なぜかというと夫婦げんかが増えるからで

す。「もう１台あるじゃないか」「でも、買おうよ」「いや、もう要らないでしょう」み

たいな話がどんどん進んで、当時、日本の離婚率も上がっていくのですが、まあこれは余

談です。 

 家電が普及して、１台から２台目を買う更新需要はかなり伸び率が落ちてしまうところ

がポイントではないかと考えています。その上で中国の今の普及率（14ページ）をご覧に

なっていただきますと、2015年の時点で恐縮ですが、テレビは120％、冷蔵庫89％、洗濯

機は86.4％、2016年までいくと90％程度まで両方いっていますが、大分進みました。「大

分進んだ」をさらに強調させていただきたいのは、これが世帯当たりの普及率だからでご

ざいます。当時日本は、左下のグラフにございますが、世帯の核家族化が進んでしまった

せいで、55年から70年代にかけて世帯数がほぼ２倍になっています。その２倍になった世

帯に対して急激に普及率が100％までいったということは、非常に売れたという話です。
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中国は今どうなっているかですが、世帯当たり人数が2.9人を割ったあたりで世帯上昇率

も伸び率が縮小してしまっていて、核家族化はどちらかというと少し止まっていることを

考えると、今まで大幅に世帯が増えてきたことに対して普及が進んだということがベース

になっているのではないかと思っています。つまり、耐久消費財の普及が進んだことが、

売れ行きの減速の主因であるのではないか。 

 そこからさらに踏み込んで考えることができまして、これ（15ページ）は概念図でござ

いますが、もともと耐久消費財が普及する前の中国では、大体2010年の前をイメージして

おりますが、消費者にとって低価格・低機能品でした。なぜかというと、賃金が低かった

ので、とりあえず安くて映るテレビ、とりあえず回る洗濯機を買っていた人たちがいて、

それを知っていた供給者である企業は、「頑張ってつくる」ではなく、「とりあえず組み

立てて売る」ということを行っていました。それでも売れたのです。当時、香港にサクラ

というブランドがありました。サクラというと何となく日本製っぽく見えるのですが、中

国製です。ブラウン管ですが、うまく走査線をやっていないので四隅が映らなかったテレ

ビでした。それでも非常に売れたのです、既に潰れていますが。 

 とりあえずの需要を満たすために売れていたものが、一旦普及が進み、飽和してしまう

とどうなるかが資料の真ん中の部分でございます。消費者はある程度の賃金がもらえると

中賃金ということで、ルイスの転換点などの話で賃金が上がっているということがござい

ますが、中賃金ですので中価格を払うことはできるのですが、中機能品は要らないのです。

そんな中途半端なものは要らないのです。皆さん、スマホをなかなか買い替えないのと全

く同じでして、金を払うのだったら非常にいいものが欲しいのです。中価格・高機能品が

欲しいというかなり面倒な消費者になってしまいました。 

 そのせいで、概念図の右側に行きまして、消費の伸び率がまず鈍化するのですが、一方

で、企業としてはたまりません。賃金は上がっているのにモノは売れないので、競争がど

んどん激化してしまいます。その競争の結果、倒産がどんどん進んでしまい、倒産が進む

ことで不良債権比率などが上がった結果、金融コストが上昇することで投資の伸び率が鈍

化してしまいます。つまり、消費も投資も両方落ち込んでしまうということが挙げられま

す。どれぐらい倒産するのかというと、９割方潰れると思っています。９割というと、
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「盛っている」と思われるのですが、実際日本がそうだったという例を挙げさせていただ

きたい。 

 当時の本田宗一郎さんのインタビューがございます。いよいよ東京に進出されたのが

1950年でしたか、そのころは二輪車、オートバイの分野でも外国製が主流でした。これは

何十社もあったそうですが、ほとんどがコピーです。コピーが当たり前でした。当時、ハ

ーレーダビッドソンのかわりにハーリーダビッドソンというのがあったらしいのです、私

は見たことないのですが。200社ありましたというのが本田さんの答えでして、欧州物と

かアメリカ物とか、皆がコピーをつくっていました。自分もコピーでやろうと思ったので

すが、人のまねをするのは嫌だったそうです。まねをしたメーカーで本家と肩を並べるく

らいの性能のものをつくっていたところはありましたかという問いに対しては、ないとの

ことです。当時20社ぐらいしか残りませんでした。200社あったオートバイメーカーが180

社ぐらい潰れたのが当時の状況でした。今中国で起こっていることはまさにこのようなこ

とでございます。携帯メーカーや家電メーカーなど数千社あったものが数百社から数十社

に統合されてきていることは、恐らく同じようなメカニズムが働いている可能性が高いの

ではないかと思っています。 

 ですが、実はこの話を中国の方々に申し上げると怒られるケースが多いのです。中国と

いうのは消費主導型経済であるので、消費が加速すると言って怒られます。しかし私はそ

の考え方は間違いだと思っています。データ（17ページ）で見ていただくと、固定資産投

資の伸び率はずっと黒い線で下がっておりますが、小売売上高、消費の伸び率も実はずっ

と一緒に下がっている。しかし、消費の青い線のほうが下がりにくいので、結局、16年前

後から逆転しています。今どうなったかといいますと、消費の伸び率のほうが投資より上

にきています。これが消費主導型経済です。つまり、消費主導型経済というのは、消費が

加速するわけではなく、減速はするのですが、下がりにくいので投資よりも上にきたとい

う意味で消費主導型なのではないかと思います。同じようなことが日本でも起こったとい

うことを指摘させていただきたいと思います。 

 その上で、中国で起こっている問題の前に、中国人の消費者の考え方ですが、どのよう

な消費行動になっているのかということです。私自身、先ほどの中価格・高機能品という
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話し方が好きでございますが、３つに分けてございます。一番上に高価格・高機能品、こ

れは金を持っていた方々が買っていたシャネル、プラダやドゥ・ラ・メール、オメガある

いは米欧旅行、iPhone などで、高ければいいという発想のものです。一番下にいた低価

格・低機能品、安ければいいというものを買っていたのは、服はノーブランド、化粧品は、

昔は水がきれいだったので水を使っていました。時計はクオーツ時計、旅行は国内旅行で、

携帯はゲリラ携帯で１万円以下のものを使っていた方々が全て飽和したので、中価格を払

えるのです。しかし、そこで中機能品は要らないのです。そのような無駄なものは要らな

いので、そこで買ったのがユニクロ、無印でした。なぜかというと、その値段で日本製は

やはり価値が高いのです。 

 ユニクロ、無印はさほど高くないとおっしゃるかもしれませんが、昔、日本の方々もＧ

ＡＰをありがたがって買った時代がございました。ＧＡＰはハイブランドではございませ

んが、その値段でアメリカ製であるからはやっていました。当時日本ではやっていたもの

としてＧＡＰやベネトン、ハンティングワールド、アニエスベーがありますが、これは全

て中国ではやっているブランドでございます。化粧品でいけばＤＨＣ、ファンケルが「そ

の値段で日本製」に当たるものです。時計でいけばカシオの G-SHOCK、これは値段対ブラ

ンド価値がかなり高いことで知られています。旅行でいえばベトナム、韓国旅行、いわゆ

るドラマに出てきた国が注目になったわけです。もともと日本への旅行は高価格・高機能

品に位置していたのですが、ドル円が79円から今110円台に進むことによって円安になっ

た結果、中価格・高機能品に位置づけられています。したがって、結構増えています。携

帯に関しましては華為、小米、Oppo があります。ここは２段階あり、１万円台のゲリラ

携帯から2014年に２～３万円台の小米、2016年に５～６万円の華為などにきています。華

為は 近アメリカのＡＴ＆Ｔがキャリア販売しないということで多少注目を浴びています

が、華為の製品は本当にいいと私自身は感じています。 

 ここで１つだけ強調させていただきたいことがございまして、中国は競争が大変厳しい

のです。どれぐらい厳しいかというと、例えば皆様が中国の粉ミルクメーカーで働いてい

らっしゃる場合に、中国人に中国の粉ミルクを売ることがいかに大変かというのは、想像

しただけでおわかりになると思うのです。なぜかというと、日本の方々は中国製品を信頼



 - 12 -

していませんが、日本人以上に中国人のほうが中国製品を信頼していないからです。様々

な中国人に聞きましたけれども、自分たちのものはやはり信頼していません。その中国人

に売るためにはどこまでやらなければならないか。一番いい例は真珠です。ある真珠の会

社は、本物の真珠かどうかわかってもらえませんでした。そこで、動画をノンストップで

撮るということをしました。注文番号を受け取り、それを持って海に行き、貝を取り出し、

そのまま持ってきて開き、グラムをはかって箱に入れて運ぶところまで全部動画で撮り続

け、本物ですということを担保したので、値段を高くつけても売れ続けていたります。そ

こまでやらないと中国人には買ってもらえないというところがポイントなのです。それに

もかかわらず、日本の例えば食品メーカーさん等を訪ねますと、とりあえず日本ブランド

だけで売れると思ってらっしゃるケースが結構多いのです。これでは認識があまりに甘い

ので、個人的には、中国企業がどれだけ厳しくやっているかを考えていただきたいと切に

願っております。 

 もう１つは華為の例です。中国人は厳しいので、その中国人に評価されている中国製品

は本当にいいものです。結局、日本の方々が接している安く買ってしまった中国製品は、

中国人も見向きもしない製品を買ってらっしゃるケースが多く、だめなのは当たり前なの

です。中国人が評価している中国製品は本当にいいというところがポイントでございます。

皆さん胸に手を当てて考えてみていただきたいのですが、過去10年間、家電を買って不満

だったから家電メーカーに電話して、不満を言ったことは恐らく一回もないと思うのです。

なぜかというと、皆さんの所得に対して買っているものが安過ぎて、そこにわざわざ時間

を使おうとは思わないのです。それが車だったら結構文句を言うと思うのです。中国人の

所得からすると買っているものは結構高いので、非常にたくさん文句を言うのです。文句

を言った結果、改善が大幅になされていて、しかもその改善の向きが消費者の不満の方向

に沿った形で改善されているので、消費者の満足度はどんどん上がっていくことになるの

です。したがって、中国の家電が例えば日本の家電量販店でも売り上げ１位を占めること

になっています。 

 この改善のペースは結構おもしろいところまでいっています。私が昨年、関西の電子部

品メーカー様から聞いた話は、日本ではＢtoＢの世界でも不満があまり出ないらしいので、
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あまり改善がなされない。しかし、中国では誰もが文句を言うので、文句を言われた分、

それに対して改善をしてきた結果、中国の工場長のほうがスキルが高くなってしまいまし

た。その工場長を日本に連れてきて、日本の工場長を教育するプログラムを始めていらっ

しゃるケースもあります。それぐらい大分レベルが変わってきたという印象を持っている

ので、中国人の評価している中国製品はいいと個人的には考えているところでございます。 

 さて話を戻しますと、成長率鈍化の上で生じてきた問題ですが、高度成長から中速成長

にいきますと、今まで前提としていたいろんなものが変わってきますので、当然ひずみも

生じるということで、その第１点が不良債権でした。いろいろ倒産しているようです。特

に社債のデフォルトなども増えていまして、見てみると、不良債権はすごく上がり始めて、

さらに上がるかと思いきや、今２％弱で安定していて、低いままである。なぜか。これが

また中国のおもしろいところで、過去の日本の経験から結構学んでいるようです。不良債

権買取機構、ＡＭＣを90年代からつくっていて、そこに大量に買わせている。大量に買わ

せるためにどういった仕組みをつくっているかというと、オフバランスシートをすると、

バランスシートからのせるとその分、損が生じるわけですが、その損を税金で補填してく

れるとのことです。そのようなインセンティブを与えた以降どうなったかというと、これ

までは貸倒引当金をすごく増やしてきたのですが、15年以降、税金インセンティブができ

て以降は直接償却、オフバランスシートするケースが増えてきたので、金融システム上は

不良債権比率が低下していることになってしまっている。つまり、リスクが金融システム

から政府主導のところにトランスファーされている。つまり、政府が結局はクレジットリ

スクを負担している形になっているというのが今の中国の不良債権問題でございます。 

 もう１つ、シャドーバンキング問題がございます。あまり時間もないので少し割愛させ

ていただきますけれども、結局、 終的にどうなったか。シャドーバンキング問題は、融

資平台というペーパーカンパニーが地方政府のかわりに発行していた債券が15年、16年と

大幅償還を迎えますという話があって問題が生じたわけです。どう解決したかというと、

2015年以降、地方政府の借換債―中国語だと置換債―を発行することで、2015年償還分が

もともと3.2兆元と言われていましたが、3.2兆元発行しまして全部埋めたんです。2016年

は５兆元償還が来ると言われていましたが、５兆元発行しまして埋めました。今発行され
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ている借換債の平均デュレーションは6.2年ぐらいですが、それによって、期間、デュレ

ーションを長く、かつ金利負担を大幅に減らすことで時間稼ぎに成功している。それを誰

が買っているかというと、今のところ金融機関が買っている。その金融機関は今まで融資

平台のやっていた城投債を買っていたのですごくリターンが高かったのですが、今からす

ごくリターンの低い置換債を買わなければいけないので、すごくリターンが縮小した。こ

れをどうするか。 

 実は仕組みがもうひとつできていまして、その買った地方債を中央銀行に担保で預ける

とすごい低金利でお金を貸してくれる。超低金利で借りた分を企業に貸し出すだけでさや

が抜ける構造をつくっているんです。つまり、融資平台という形で生じた地方債務問題の

リスクは、地方政府にまず行き、その地方政府が債券を発行したリスクは、金融機関がそ

れを買い、買ったものを担保として引き受ける中央銀行が 終的にはそのリスクを負って

いる形になっているので、こちらも同じく国が負担する形になっている。 

 かつ、2017年末の話ですが、12月に保険会社のＡＬＭに関する規制が強化されています。

ＡＬＭというとデュレーションマッチングになるのですが、今、中国は生命保険がすごく

伸びているにもかかわらず、資産の部分のデュレーションが恐ろしく短いんです。これを

長期化しなければいけないとなると、結局、地方債や国債を買わなければいけないことに

なります。今、国債の保有構造だけ見ていただいても、商業銀行が67％で、保険はまだ

２％しか持っていないんですが、今後、債券を買う人もたくさん出てくる。つまり、国が

幾ら借金をして債券を出しても買い手がいるので、結局持ってしまうという構造が生まれ

てくる可能性が高いです。 

 つまり、不良債権にせよ、シャドーバンキングの解消にせよ、今やっていることは実は

日本政府が過去やってきた構造と結構似ていまして、短期的な金融システムリスクにつな

がる可能性がどんどん低下してしまっていると構造的に言えるのではないかと考えておる

わけでございます。 

 その上で、先ほど、企業の競争が激化して倒産すると申し上げましたが、生き残らなけ

ればいけないと考えている企業はたくさんいる。それは何をしているか。手っ取り早いの

がロボット化です。皆さんの頭の中には、ロボット化というと、人手不足で人件費が上が
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ったからロボットじゃないかという話をされると思うんです。それでは、日本が1972年、

ファナックが富士通から独立した年に、賃金が上がって困っていたか。当時、日本は何を

したかというと、釈迦に説法だと思いますが、終身雇用制のもと年功序列を導入しました。

年功序列というのは、基本的に年をとれば金を渡しますが、若いころは抑えてくれという

システムでございますね。当時、団塊の世代がちょうど活躍する70年代になりまして、こ

の人たちみんなに給料を渡してしまうと大変になってしまうので、今は抑えてくれという

のをやったのが年功序列だと思います。抑えた結果、70年代は振れはあれど、あまり実質

賃金ベースで上がっていないにもかかわらず、ロボットの需要が大量に増えていました。

なぜかというと、当時、日本人も品質にすごく厳しくなっていったので、日本人にモノを

売るためには人手のエラーは許されず、高品質を一定で保つ必要があったのではないかと

考えています。高品質を一定で保つため、ロボットを導入せざるを得なかったというのが

ポイントになります。つまり、需要が減少する中で競争が激化していて、その激化した競

争に対して勝ち残るための積極的な投資という意味合いでロボットを考えていただきたい。

景気が多少悪くなったとしても、本当に競争に勝ち残ろうとしているところは、高品質な

ロボットに対する需要は意外と下がらないのではないかというのが１つございます。 

 後にもう１つだけ。ＥＶが話題なのはよくわかっています。私も北京に行ってＥＶに

乗って、わあ、すごいなと思って楽しんでいたのですが、ＥＶだけでいいか？というのが

私の疑問です。中国の新エネ車のロードマップを見ていただくと、従来車も2025年までは

2800万台生産されます。その中で私が 近おもしろいなと思いましたのは、去年１年間は

日本車のシェアが上がったことです。これは韓国バッシングのせいで、韓国車のシェアを

取ったのが大きいのです。しかしそれ以上に興味深かったのはこの右側の上のグラフ（23

ページ）で、中国車のシェアが2014年以降上がっています。中国車に命をかけて乗りたい

と思う人はあまりいなかったはずですので、所得が上がれば需要が下がるという構造でシ

ェアが下がるかと思いきや、上がり始めている。中国人に聞いてみると、「何を言うんだ。

近は中国の車は「神車」と呼ばれている」と。神の車と書きまして、長城自動車のＨ６

というモデルが特に代表ですが、中国人が中国自動車をコストパフォーマンスが 強だと

褒めたたえている。これがポイントですね。先ほど申し上げたように、中国人が評価して
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いる中国製品は大変クオリティが高いと思っていただきたい。これが出てきた結果、急激

に中国のシェアが伸びている。となると何を考えなければいけないか。今ある自動車のシ

ェアを日本車が本当に保てるかどうか、個人的には懸念しております。国内だけではなく、

特に途上国、ＥＶに対応できない国においてガソリン車の競争が大幅に激化していく可能

性も見なければいけないのではないかと個人的には考えてしまっているというのが私の話

の締めくくりでございます。 

○國分座長 非常にわかりやすく、また、楽しくお話をいただきまして、ありがとうござ

いました。 

 それでは、ここからは質問のある方はどうぞネームプレートを立てていただいてお願い

します。 

○関委員 成長率の説明においては、需要側が重要なのか、供給側が重要なのか。経済学

の中でも根本的なところですが、私はやや古い人間で、短期の景気変動に関しては需要側

の論理が重要で、中長期のいわゆる潜在成長率を議論する場合は供給側の論理のほうが大

事であるというスタンスをとっています。今日の李さんの報告は、どちらかといえば、需

要の側にちょっと重みを置き過ぎているような気がいたします。 

 というのは、需要が個別の製品に関して飽和するというのは起こりますが、マクロ的に

捉えると必ずしもそうではない。今中国の１人当たりＧＤＰは9,000ドルぐらいで、先進

国の３万ドルとか４万ドルとの間にはまだ差があります。確かにＧＤＰに占める民間消費

の割合が少し上がっているとはいえ、まだ４割あるかないかというところで止まっていま

す。これは、裏を返せば、中国の貯蓄率は非常に高いということです。 

 消費が弱いことを説明するには、個別の商品に関して飽和しているという以外の要因に

もやはり注目すべきじゃないでしょうか。よく言われているのは、例えば社会保障制度が

できていないから、みな不安で、安心して消費できないとか、また、格差が大きいことも

消費を制約する要因となっています。さらに、ほかの国では資産効果を反映して住宅価格

が高ければ高いほど消費が増えますが、中国の場合、逆ではないでしょうか。住宅価格が

あまりにも高いため、住宅を購入する際の頭金を積み立てるためにはほかの消費を抑えな

ければならないという状況が生じています。 
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 供給側の論理に戻りますと、やはり労働力なのか、資本ストックなのか、生産性の上昇

なのかという分類のほうが妥当ではないかと思っています。説明の中にもありましたが、

若干補足すると、投資に関しては、その資金源となる貯蓄はどうなるのか。これから高齢

化社会に向かうと貯蓄率は全体的に下がってくるのはほかの国も経験していることだし、

また、賃金が労働力不足を背景に上がるようになって、よく言えば、労働分配率は改善し

ているのだけれども、それを裏返せば、企業の儲けが相対的に減って投資する能力が落ち

ていることもあわせて考える必要があると思います。 

 ＴＦＰに関する説明にございました、後発の優位性はだんだん薄れていくだろうという

点に関しては全く同感です。ただ、中国における生産性の上昇要因に関して、私も理解で

きないところが幾つかあります。１つは、今、中国経済を牽引しているのはデジタル経済

というか、インターネット関連のところが大きいのですが、昔の教科書ではデジタルディ

バイドといいまして、ＩＴ技術が発達するほど後発国にとっては不利だと言われていまし

た。何で中国だけは例外になっているのか。しかもインターネットといえば、皆さん中国

に出張したらすぐわかるように、Facebook はアクセスできないし、Google もアクセスで

きない。いろいろ情報統制がまだ行われている中で、それにもかかわらず何でこんなに急

速にこの産業が大きくなっているのかということについての答えは私もまだ持っていませ

ん。 

 さらには、日本のメディアでよく指摘されるように、中国では、知的所有権の保護が弱

い。このようなところではイノベーションが起こるはずはないと言われているが、中国は

こういう問題をどのように乗り越えたのか。この辺についてもし何かご存じでしたらぜひ

教えてください。 

○齋藤委員 まず、私はコメントから申し上げようかと思います。13ページのチャート、

需要側の分析で、私自身は今日の説明を拝聴して非常に腑に落ちた点が多かったと思いま

す。今まさに中国はいろんなものの新規需要が終わって買い替え需要に入っていく中で成

長率が下がらざるを得ないというご指摘は、そのとおりだと思いました。 

 その一方で、やや見方が違うというか、疑問について申し上げると、３ページのあたり

で、2020年代の中国の成長率が年平均で４％程度に落ちるというご指摘でありましたけれ
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ども、我が国も高度成長が終わって74年から90年、年平均の成長率がまさに４％でした。

中国も同じ道をたどるというご指摘ですが、その一方で、やはり中国には日本にない大き

な問題を抱えている可能性があります。 

 １つは、人口の流動が規制されている戸籍制度の問題や、巨額な貸出の問題です。ＢＩ

Ｓ統計を見るまでもなく、債務残高のＧＤＰ比が極めて高い。さらにそれがトレンドから

大きく乖離し続けている状況の中で、ソフトランディングシナリオ、日本と同じ経路をた

どるという指摘が正しいのかどうか。日本との違いとの比較でどう見ていらっしゃるかお

聞きたいと思います。 

 後に、これは露口先生のご専門になるかもしれないのですけれども、先ほど申し上げ

た債務残高のＧＤＰ比が非常に高水準である。もう１つはトレンドからの乖離が著しい。

過去、中国と同じような状況になった国の多くで金融危機的なものが発生している。そう

でなくても、バランスシートの調整があって成長率が大きく低下した。ほとんどの国でそ

うであるという状況ですが、中国はどうなるのか、この質問は李先生にもお聞きしたいと

思います。 

○田中委員 日本の高度成長が終わった直後の時期と中国とをどういうふうに比較してい

くかというのは大きな課題だと思います。日本は70年代と80年代でかなり潜在成長率が違

っていて、70年代は５％ぐらいの成長率であった。当時、福田内閣が「日独機関車論」を

受け、７％成長にしようとして失敗し、５％程度にとどまったことから考えると、潜在成

長率は５％前後あったと思われるわけです。そのときの何が、高度成長が終わった後の

５％成長を保ったのでしょうか。 

 中村隆英さんという日本経済史の著名な研究者がいらっしゃいますけれども、彼は、実

は70年代から80年代前半のほうが高度成長期よりも生産性の伸びが大きかったと指摘して

います。確かに高度成長期も生産性は伸びたのですけれども、それは、岩戸景気のときの

大型設備投資から始まった機械の 新設備への更新による生産能力、生産性が上がったと

いう面が大きい。70年代から80年代前半は、２回のオイルショックを契機に大変な省エネ

投資をやったことによって、結果的に相当に生産性が上がって、それが５％成長を支えた

面が大きかった。逆に言えば、そういうような国を挙げての生産性向上運動がなかったな



 - 19 -

ら、さらに成長力は落ちてしまった可能性がある。今、中国でもイノベーション、生産性

の向上が大きな課題になっていますけれども、そこを日本のようにうまくできるかという

ことが、中国を見るときに一つの論点になろうかと思います。 

 もう１つ、日本と中国の違いというのは、やはり日本は国土が狭い国ですので、少なく

とも高度成長期に国土全体に経済が伸び切ってしまった部分があって、それほど地域によ

って発展格差が大きかったわけではありません。中国の場合はまだまだ中部と西部、東北

部で産業構造も違えば、経済力も発展段階も相当ずれている。都市化率も低い。そういう

都市化の要素が中国経済にどういうふうに影響を与えるのか。日本ではあっという間に都

市化が進んでしまったので伸びしろはなかったわけですが、そういう部分をどう考えるの

か、ということがあると思います。 

○國分座長 今日のご説明ですと、中国の需要サイドというか、特に消費、技術のレベル

アップ、そういうところで説明される要素が多かったと思います。ただ、製造業がだんだ

ん苦しくなってきている中で雇用は一体どうなんだろうかという話もあります。同時に、

物価も相当上がっている現実が社会にありますね。さらに、賃金がこれまでは随分上がっ

ていましたけれども、ここからそれが確保できるのか。そういう点で別の指標をいろいろ

考えていったときに、本当に消費サイドが技術で上がっていくのかということですね。 

 それでは、ここまででお答えいただけますでしょうか。 

○李シニアエコノミスト ありがとうございます。様々なコメントを今後も勉強していく

糧にさせていただきたいと思っております。 

 関先生がおっしゃった消費の余力はまだあるということに関しては、おっしゃるとおり

だと思っています。特に今、中国で不安視されている将来の問題で、社会保障制度が拡充

されていくに当たって貯蓄率が低下して消費余力ができるというところは、まさにそうだ

と思います。ただ、時代としては、当時の日本経済、1973年は福祉元年という名前がつい

ていて、手薄だった社会保障を手厚くしたところもあって、そこは多少のかぶりがあると

思っております。一方で、消費の伸び率が今後もまだまだ続くことは正しいのですが、過

去の伸び率に比べればやはり鈍化していくところは出てしまうのではないか。これは１人

当たりの単価が下がっていくことが影響しているのではないかと思います。 
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 知的保護が弱い中国でなぜあんなにイノベーションなどいろいろなものが進んでいるの

かに関しては、前回もちょっと申し上げましたが、日本でも知的保護は大分弱かった時代

がありました。日清食品がチキンラーメンの特許を取ったときに、暴利をむさぼるなと、

すごく批判された、といった話をいたしました。だんだんと自分の技術を開発するに至っ

て、ほかの人たちの技術を守らなければいけなくなったところがある。例えば各国ごとの

文化が影響した家電がございますが、日本は米に命をかけているので炊飯器だとか、韓国

はキムチに命をかけるのでキムチ冷蔵庫があって、中国には毎日飲むので豆乳メーカーが

あります。豆乳メーカーをつくっている九陽という会社がございますが、九陽は豆乳メー

カーを自分たちの技術でつくった後、烏合の衆みたいにコピーしたメーカーが出てきたの

で、それを特許、知的財産権の訴訟で全部潰したケースがあります。それ以降、知的財産

が結構強化されたところもあったりするので、そういった例が今後は出てくることでより

サポートされていくのかなと思っております。 

 もう１つ、デジタルディバイドに関しまして中国は何でそんなに進んだのか。需要が旺

盛だったといいますか、いろいろな理由が考えられますが、私はその原因に関しての答え

は持っておりません。ただし、インターネット関連の技術動向を見るに当たって多少注意

したい点がありまして、いわゆるインターネットやビッグデータ関連が果たして需要を生

み出すような技術革新なのかに関しては大変疑問を持っております。例えばアメリカの経

済成長率、アメリカの議会のほうで出している潜在成長率の推移とか見ていただいても、

過去2000年代までは3.4％ぐらいだった成長率が直近では２％以下まで落ちています。潜

在成長率が落ちた項目を見てみると、生産性の伸び率が大幅に下がっているのですが、90

年代後半以降、生産性の伸び率が大幅に鈍化しているのです。しかし、90年代後半以降と

いうのはインターネットの時代でございます。インターネットの時代にもかかわらず生産

性の伸び率が下がっているのはどういうことか。恐らくインターネットやビッグデータと

いうのは、パイを拡大するものではなくて、今あるパイを取り合うような技術だと思って

いるのです。 

 もわかりやすいのは、例えばコンビニで唐揚げを買おう。コンビニへ唐揚げを買いに

行ったら急に10％オフだ。なぜ10％オフかというと、その時間に10％オフすると全体の数
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量は15％増しで売れる。値段を下げるとそれ以上に買ってくれることがビッグデータによ

る予測でわかっている。しかし、唐揚げを食べると、家に帰ってママに怒られるという問

題が生じるのですね。なぜかというと、皆さんのお腹は決まっていますので、そこで食べ

ては夕食が入らない。つまり、ビッグデータやインターネットというのは皆さんのある需

要をいかに効率的に取っていくかということではないかと。 

 例えばアマゾンがやったことは、小売業界において皆さんが買わなきゃいけないものを、

インターネットを真っ先に導入した小売店がほかのオフラインの業界をシャッター商店街

のように閉めだしていくことによって、勝ち残ったと考えております。なので、結局、イ

ンターネットやビッグデータの活用は、シェアの奪い合いという方向性に傾きがちなもの

ではないかと理解すべきだと個人的に思っています。中国で今ネット関連のイノベーショ

ンが大変進んでおりますが、それが果たして生産性の大幅な上昇につながるものかどうか。

需要の観点からすると、恐らくそうではないのではないかと考えてしまっているところも

多少あります。当然関連デバイスが非常に売れるということもあるのでしょうが、その背

後に生産性が上がったことによって淘汰される分はさらに大きいのではないかと。 

 斎藤先生がおっしゃったところに関しましては１つだけ。債務ＧＤＰ比率が大幅に上が

っていることは承知しております。ソフトランディングにつながるかどうかに関して、私

自身マーケットにおる人間ですので、ないとは言い切れないという言い方をさせていただ

いています。少なくとも私が今後予想している中国経済の姿は、元が緩やかに自由化され

ていくと考えております。アメリカのやはり一番の強みは、自国通貨で自国の債券を発行

することで借金を埋めることができると考えますと、元の発行が多少流通してくれば、自

国通貨の発行によってそれを埋めることができるのではないかという、やや楽観的な見通

しを持ってしまっているのも素直なところでございます。 

 田中先生がおっしゃった都市化の影響に関してですが、私は中国に行って何人かとお話

をさせていただくと、「田中角栄の列島改造計画は何で失敗したかについて説明してく

れ」というご質問を受けることが結構ありました。いろんな方々の頭の中には、均等化さ

れた発展計画を想定においていらっしゃる可能性が高いのではないか。それが中国からす

ると、日本では失敗したと思ってらっしゃるケースが多いみたいですね。今、中心部都市
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と地方での乖離が大幅に進んだというのが、中国から見た日本経済みたいでございます。

そういった意味では、日本よりは地方の部分の都市化を積極的に進めていくことはやるの

ではないか。つまり、投資の余力といいますか、余地というのはより感じているのではな

いかと考えております。 

 國分先生がおっしゃったところに関しましては、技術さえあれば中国のさまざまな社会

問題などが解決するようなことでは当然ないと考えております。ただ、１点だけ雇用に関

して申し上げますと、これは関先生のグラフなどを私もよく引用させていただいているの

ですが、ＧＤＰ成長率が今大幅に下がる中で、これまで有効求人倍率と一緒に動いていた

ものが、ＧＤＰが大幅に低下する中で有効求人倍率だけ高まっている状態がございます。

恐らくは経済構造が二次産業から三次産業に変化した結果、サービス産業での雇用吸収力

が高まったせいで、雇用市場が過去のＧＤＰの落ち込み方から考えた場合の悪化は見られ

ていない。もっと端的に言ってしまえば、サービス産業のほうが、一般的に生産性が低い

ので、雇用吸収力は高いと思っています。そういった意味で、産業構造の変化が雇用の吸

収を高めている。あるいは、国有の鉄鋼企業で潰れた人たちが今宅配をしていることで吸

収されていると考えますと、過去に比べて社会問題になりにくくなっている可能性はある

のではないかと考えております。 

○國分座長 それでは、大体時間が参りましたので、引き続きまして、露口先生にお願い

したいと思います。 

○露口教授 よろしくお願いいたします。今マクロ経済全体の話をしていただいたわけで

すけど、私のほうは、金融部門に特化した話をお題としていただいておりますので、それ

をお話しさせていただきたいと思います。 

 まず１枚目でございます。何を言いたいかといいますと、今の中国の金融システム全体

がどうなっているかということであります。ここで政策性銀行というのが上にありまして、

次に大型商業銀行、それから株式制銀行。都市商業銀行というのは地方銀行みたいなもの

です。次に不良債権比率がございます。昔、すごく不良債権比率は高かったわけです。大

型商業銀行でもここに書いてある時期以前には３割近くありました。この不良債権を抱え

ながら2001年に中国はＷＴＯに入りました。そこで外資系の金融機関が進出してくるとい
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うことで、中国の金融機関の競争力を高めなきゃいけないという要請もあって、不良債権

の大規模な処理を2003年から行ったわけでございます。 

 何をやったかといいますと、当時、私は2003年末に日銀の初代事務所長として赴任した

直後だったのですけれども、外貨準備を利用した資本注入をやりました。これはめずらし

いスキームだったのでびっくりしたのですが、実際には結構うまくいきました。まず不良

債権を処理し、大型商業銀行が５行ございますけれども、これらの上場を始めました。民

間の資本が入ってきたわけです。この時点では、中国の銀行部門は、どんどん政府が管理

する金融機関から独立してきて、自ら収益とリスクのバランスを判断して融資を行えるよ

うになる。ガバナンスの改革がどんどん進んでいくように見えていたわけであります。 

 実際に政策性銀行の改革という話がその後持ち上がりました。2007、2008年までは、政

策性銀行３行あったのですけれども、これを商業銀行化していこうという動きがございま

した。３番の２つ目のポチになりますが、第三回全国金融工作会議が2007年１月に開催さ

れ、政策性銀行改革の嚆矢として国家開発銀行の商業銀行化を進めるとされました。嚆矢

というぐらいですので、そのほかの政策性銀行もこれに続いてやるぞというニュアンスが

込められているわけです。 

 そこで何が起こったかといいますと、１番の第１行目に「政策性銀行及び国家開発銀

行」と書いてあります。国家開発銀行が今、中国的な分類では政策性銀行ではないことに

なっておりまして、株式制銀行になっております。2008年末に株式制銀行という体裁を整

えるところまでいったわけです。そこまで銀行の商業銀行化、それから民営化が順調に進

んでいたわけでありますけれども、そこでリーマン・ショックが起きました。リーマン・

ショック、世界金融危機を見て、中国でその後ある程度の期間をかけていろんな議論がさ

れたと思います。 

 人民銀行総裁の周小川さんのかなり長文のインタビュー記事が新聞に載りました。その

中に出てくる話ですが、世界金融危機以後、インフラとか公共的な戦略投資については商

業銀行に任せておけないということで、開発性金融を利用することが見直されたと言われ

ております。それとほぼ時を同じくして国務院が2015年４月に政策性銀行の改革方案を、

一行一策ということでそれぞれについて出しまして、国家開発銀行は開発性金融機関の位
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置づけを堅持、中国輸出入銀行は政策性職能、中国農業発展銀行は政策性業務ということ

で見直しが行われまして、この政策性銀行の見直しは止まりました。 

 また１番に戻りますけれども、大型商業銀行を上場したわけです。私はプロセスが途中

まで行ったと思っていたのですが、多分ここでしばらく止まると思います。今、国有比率

が60％以上、４割弱が民間に売り渡されただけでございます。株式制銀行、都市所業銀行

なども、子細に見ますと、ほぼ公的部門がコントロールしていると言って間違いありませ

ん。その傍証でございますけれども、2014年から認められた民間企業が設立した銀行を民

営銀行と呼んでおります。これは2014年から始まって、まだ小さいのです。ここを当局が

民営銀行と名づけて分類しているということは、当局は、それ以外は民営銀行でないと思

っていることの証拠であろうと思っております。 

 去年12月にＩＭＦが Financial System Stability Assessment Report を出しました。

そこに、非常に勇気づけられる表現がたくさんありました。まず、ＩＭＦも中国の金融シ

ステムはいまだに大部分を政府が所有しコントロールしていると言っています。これが一

つの事実認定であろうと思います。 

 次が、先ほど出ました与信残高のＧＤＰ比率のトレンドからの乖離でございます。そも

そもＩＭＦの前回の４条コンサルティングペーパーに載っていたもので、その後いろいろ

な人が使っているグラフです。これを見ますと、日本のバブル、タイのアジア通貨危機、

アメリカのリーマン・ショック、その後ユーロ危機があって、中国が続いているという形

で、中国もこれからきっと与信がどんどんシュリンクしていくのではないかと予想される

ようなグラフになっているわけです。バブルというのは、私、その関係の経済理論の専門

家ではないのでよくわからないですけれども、定義として、ファンダメンタルズから資産

価格が乖離して上昇するという言い方をよくするのですけれども、それを認定するのは実

はなかなか難しいわけです。例えば株価がＧＤＰの増加速度の２倍の速度で上がっていた

らバブルかというと、それは弾力性の問題でありまして、もしかしたらそういうものかも

しれないわけです。だから、それだけでは認定できないので、ここで出てきていますのは

トレンドからの乖離という見方になるわけであります。 

 中国についてバブルが起こっていることをこれ以外の統計で言えるのか。株価はここの
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ところ結構安定しておりまして、バブルの兆候という感じでもない。不動産価格は、統計

があまり完備していない中で結構乱高下しています。 近は確かに上がっていて何かバブ

ルっぽい感じがするのですが、二、三年前は全然逆のことを言っておりました。不動産価

格が低下しているから不良債権が増えるのではないか、危ないと逆に言われていました。

これもトレンドから大きく乖離しているかどうか明確ではない。そういう中で、民間非金

融部門に対する与信残高がトレンドから乖離しているのは何か投機的行為が行われていて、

バブル的な状況が起こっているのではないかということの証左になると思います。 

 これ（５番）が実際の元データで、まず民間非金融部門に対する信用総量とＧＤＰの比

率です。これだけ見ますと、必ずしも中国が相当に高いわけではなくて、結構高いところ

はたくさんあります。ヨーロッパでもフランスとかアイルランドとかはかなり高いです。 

 ただ、これをトレンドからの乖離ということで Credit to ＧＤＰ gaps にしますと、

2015年ころの中国はかなり高かった。香港も、中国の一部でございますが、かなり高い。

シンガポールも相当危ない状況にあるということでございます。日本でも直近6.8％、結

構高い水準であります。ＢＩＳの Quarterly Review で毎年２回、これらの指標を評価す

るグラフが出てくるのですけれども、日本は一応黄信号になっておりまして、ちょっと危

なそうな状況にあることになっております。中国は、現時点で大きな国の中では非常に高

いところにあるということでございます。 

 この統計の中身でございますけれども、ＢＩＳのホームページを見ていきますと、それ

ぞれの国について信用総量のつくり方が載っております。中国に関しては、国内の銀行部

門の与信総量に加えて、非居住者銀行から国内への貸出を足し、ここ（７番）の３つ目の

社会融資規模から計算した銀行部門以外の対民間非金融部門与信を加えたものであるとい

うことでございます。ほぼこの社会融資規模と等しいということになります。それを示す

ために、表の上のほうですけれども、いくつか数字を挙げてみました。ＢＩＳの信用総量

を人民元建てであらわしたものが2017年６月で200兆元あります。そこで政府を除いたも

のが164兆元です。社会融資規模は166兆元で、ほぼこれと見合っております。そのうち、

人民元貸出が113兆元です。一方金融機関資産総額が170兆元、うち人民元貸出が114兆元

で、これは統計的に多分一致しているわけです。 
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 ここまでで申し上げたかったことは、これもＩＭＦのレポートにも書いてあるのですけ

れども、結局、中国の金融システムでは銀行が支配的な立場にあるということです。 

 もう１つ、これ（８番）は今申し上げた社会融資規模の表です。民間非金融部門がどう

やって資金を調達しているかという統計ですけれども、2002年には銀行の人民元貸出で９

割以上を調達していたわけです。それがどんどん比率が下がっていきまして、2013年、人

民元貸出（Ｂ）の括弧の中の数字でございますけれども、51％まで低下いたしました。そ

れ以外のものが増えておりまして、これが大ざっぱに言うといわゆるシャドーバンクに当

たると私は認識しております。2013年ごろから中国当局は、シャドーバンクが危なそうだ

と規制をし始めました。銀行に報告義務を課したり、オフバランスにしているものをオン

バランス化せよと言ったりして、ちゃんと見るぞと言い出した。そういうことを言われま

すと銀行も怖くなって、だんだんこれを抑えるようになってきております。直近で見ます

と、2017年１－９月のフローでは７割以上がもう人民元貸出に戻ってきておりまして、９

月末の残高でも７割ぐらいが人民元貸出のチャンネルになってきているわけです。 

 以上から、私自身は、銀行が資金の流れのメーンであって、なおかつ、銀行部門は政府

にほぼコントロールされているという、この２つの事実を申し上げていたわけでございま

すけれども、ＩＭＦのレポートでもこういうグラフ（９番）が出てきております。2010年

と2015年を比べますと、確かに銀行部門は縮小しているのですけれども、銀行理財商品を

ＩＭＦは調べておりまして、それも加えますとほぼ過半、６～７割の部分は銀行関連の資

産になっているということです。2016年は、同じデータがなかったので、同じレポートか

ら別の統計をとってきているのですけれども、やはり銀行部門を全部足すとそれなりの比

率になって、過半、かなりの部分を銀行部門が占めていると言えるわけです。 

 次に、同じＩＭＦのレポートで、誰が借りているのかという話であります。これもトー

タルは（政府部門も含めた）信用総量にほぼ見合っておりまして、それを分類いたします

と非金融企業がやっぱり圧倒的な部分を占めております。先ほど出ておりました地方政府

というのもあるわけです。これは、定義上、一般政府に含まれておりまして、確かに拡大

してきておりますけれども、まだその比率は小さい。それから、家計部門の債務が今非常

に問題になっております。これも確かに拡大してきておりますが、こちらもまだその比率
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は小さい。やはりメーンを占めていますのは国有企業、それに民間企業を加えた非金融企

業になるわけです。 

 ここまで申し上げたのは、金融機関が国有企業、それから民間企業に貸していて、その

金融機関は基本的に政府にコントロールされているということだったのですが、一方、こ

のグラフ（４番）に戻りますと、Credit to ＧＤＰ gaps について、ＢＩＳはいろいろと

ペーパーを書いておりまして、それを読みますと、銀行危機の早期警戒指標として２年か

ら５年の期間を見ると、Credit to ＧＤＰ gaps はそれなりにいい指標であると書かれて

います。彼らのペーパーによりますと、このギャップが10％を超えてくると３年以内にそ

の国の３分の２が銀行信用、与信総量の急激な縮小を経験しているということであります

ので、中国も 近時点で少しグラフが曲がってきておりますけれども、縮小過程にもしか

したら入っているのかもしれません。 

 ただ、このグラフはなかなか見方が難しくて、トレンドというものの性質上、もし緩や

かに実線が上がっていきますと、時間がたっていくとトレンドのほうが近づいていくわけ

でございますので、だんだんこのギャップは自然に縮まっていくかもしれません。そうい

うふうにソフトランディング的に縮まっていくのか、あるいは大きく下がってくるのかわ

かりませんが、ギャップが縮まる。それで銀行の与信が減速するか減少していく可能性は

大きいかもしれないと思っております。その場合に問題になりますのは政府と金融機関の

対応能力になります。 

 ７番の表の下半分でございますけれども、ここに不良債権比率が書いてあります。商業

銀行の計数でございますけれども、今のところは1.74です。それから、貸倒引当率、リス

クウエート付きの自己資本比率です。レバレッジ比率は、単純な総資産で資本金を割った

ものになります。1.74ですと全然問題ないわけですけれども、この不良資産比率はあまり

信じられていなくて、もっと大きいだろうと思われています。先ほど李さんもおっしゃっ

ていましたけれども、関注というもう１つ下のランクを足すと5.7ぐらいになる。それか

ら、どなたかが試算しておられましたけれども、企業サイドの財務諸表などを見て試算し

た場合は５倍ぐらいになるのではないか。５倍といいますと8.5％ぐらいになるわけです。 

 ただ、それぐらいとしましても、それが全部一度に倒産しても、金融機関はマクロで見



 - 28 -

て債務超過にならないということです。それを私はこの表を使って申し上げたいのですが、

ＩＭＦのレポートが同じようなことを言っておりまして、ストレステストを実施していま

す。かなり極端な仮定を置いて、今６％ぐらいの成長率が３％ぐらいに落ちるとどうなる

かやってみた結果、四大銀行の自己資本比率は不足に陥らない。中位以降の銀行について

は３％とか４％になる。中位以下の銀行については自己資本比率の強化が必要であるとＩ

ＭＦは提案していますが、逆に読みますと、３％残るということは債務超過にならないと

いうことです。いわゆる支払い不能状態にはならないということになっています。 

 例えば、アメリカのリーマン・ショックについて見ますと、まさにシャドーバンクが問

題だったわけです。いわゆるコマーシャルバンクではなく、インベストメントバンクが自

己勘定で過大な投資をしていたわけです。リーマンとか、ゴールドマン・サックスとかの

レバレッジは30倍ぐらいあり、レバレッジ比率に換算すると３％ぐらいになり非常に低か

ったわけです。ですから、リーマン・ショックを見て中国は学んでいるので、かなり分厚

い対応がとられています。 

 次が担保掛目規制です。住宅ローンを借りるときは頭金が３割必要だとか、今は25％に

下がってきていますが、規制があります。私のような世代の人間はまさに日本のバブルの

ころを知っており、バブルのころの例として担保掛目100％があった記憶しております。

不動産価格がどんどん上がっていくことを前提に貸し込んでいたわけです。そうすると、

不動産価格がちょっと下がっただけで全部担保不足となるわけです。そういうのを見て、

中国はそれなりの担保掛目を確保していることになります。 

 それから、タイなどのアジア通貨危機です。これ（12番）の一番上の対外資産負債残高

の下に書いているように、短期対外債務残高が今１兆ドル程度あります。これに対して外

貨準備が３兆2000億ドル程度あり、とりあえずタイのようなことは起きないだろうと予想

しています。 

 この表を見ていただくとわかるように、まず経常収支は中国はずっと黒字です。また、

資産負債残高表が実は結構重要で、タイに起こっていたことは、経常収支が赤字で、今ま

で外から投資していた外国人が投資を引き揚げていったわけですから、負債がどんどん減

っていき、両建てで資産も減っていく状態、これが 悪のパターンです。中国に関しては、
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今のところ経常収支黒字、なおかつ、資本の流出云々と言われていますが、とりあえず資

産負債残高も両建てで増加しています。国際収支の状態としては盤石の状態であり、この

ような状態の国が通貨アタックを受けたことは、私は聞いたことがありません。 

 それなりの対応がとられ、十分準備されていることに加えて、２年ほど前から中国政府

及び共産党は、民間債務の拡大が危ないということもあって、日本のようなバブル崩壊と

かリーマン・ショックのようなことは絶対起こさないという強い決意を繰り返し表明して

います。おととしの中央経済工作会議あたりから始まってきていますが、「金融リスクの

抑制にさらに重要な位置づけを与える。優先的な政策課題にする」。それから、去年の４

月、共産党中央政治局会議で、「金融システムの安定は国家安全保障の重要な一部であ

り」云々。それから、第５回全国金融工作会議で、「システミックな金融リスクの防止は

金融行政の永遠の課題」。昨年の共産党大会、それから、ついこの間行われました中央経

済工作会議では、両方で、「金融システムリスクを生じさせないという 低ラインを守

る」と言っています。ここに括弧で書いてある発言は全て習近平総書記の発言です。総書

記がこう言ったということは、まさに 優先事項であるということです。 

  

 近の政府の対応ですが、まず金融安定発展委員会の設置が去年５月に公表されました。

中国は今、銀行、保険、証券それぞれに監督部門が分立していますので、それを日本の金

融庁と同じように一緒にまとめようということがここで決まるのではないかと言われてい

たのですが、そこまではいかなくて、それらの上部に金融安定発展委員会を設置いたしま

した。意見交換会というのは前からあり、似たようなものではないかということでしたが、

一つ違うのは、人民銀行を含めた４者で話し合うわけではなく、人民銀行が事務局を務め

て指導的立場を占めることが明確になったということです。何のためにつくられたかとい

いますと、いわゆる規制アービトラージというようなことが行われて、規制の緩いところ

で似たような金融商品をつくってリスクを拡大させるようなことを防止しようということ

です。 

 それから、債務のより大きな拡大を防ぐために、マネーサプライの伸びの抑制と金利の

上昇などが 近起こっています。 
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 これ（15番、１６番）はマネーサプライと銀行間金利です。銀行間金利は少し上がって

きています。マネーサプライというのは、日本ではマネーストックという呼び名に変わっ

ています。中国では依然として漢字で貨幣供給量と書いていますが、英語で money 

supply とルビが振ってあり、マネーサプライという言葉を使っています。マネーサプラ

イという言葉を日本とか先進国がやめたのはなぜかといいますと、中央銀行として金利を

変えて経済が変わり、結果として通貨の需要・供給双方が変わって通貨量が決まってくる。

だからストックだということですが、中国は文字どおりサプライしております。窓口指導

によって、銀行の貸出の供給量を決めています。バランスシート上、貸出が決まると預金

も決まってくるので、マネーサプライというのは中国が金融政策のプロセスとして決めて

いるもので、これを見ると人民銀行の意図が割とはっきりわかると私は思っております。

近伸び率が落ちてきているので、抑制的な金融政策を行っているということです。 

 これ（16番）は SHIBOR ですが、これも上がってきています。 

 それから、シャドーバンクです。これも規制を強化していこうということになっており、

昨年11月にパブリックコメント用の草案が公表されました。金融機関の資産管理業務の規

範化に関する指導意見ということで、下に書いてある限度額管理などが挙げられており、

今からコメントを徴求して、2019年ぐらいから実施しようとしていると思います。 

 ここまでまとめますと、まず短期的には政府にコントロールされた銀行部門が問題の対

象です。しかもいろいろな対応が図られていますので、多少のことは起こるかもしれませ

んし、程度の差は定量的にはっきりしませんが、日本のバブル崩壊とかリーマン・ショッ

クといったレベル、そこまではならない可能性が高いのではないかと私は思っています。 

 一方で、これほど規制していると、そもそも経済成長にはマイナスに作用するだろうと

考えられます。また、国家にコントロールされているので、先祖返りしているようなとこ

ろがあります。もともと不良債権の塊だったのをそれをやめさせるためにある程度民営化

しようという動きがあったのが、今や国の言うとおりに融資をする形になっています。よ

く聞く話ですが、これは一帯一路案件ですと言われると断れず貸出が行われる。そうする

と、それが不良債権化するおそれがあります。不良債権が増えていくのですが、それをど

うやって処理していくかといいますと、銀行の収益で処理していくわけです。金利規制が
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いまだに続いており、一応自由化されたことになっていますが、銀行の貸出金利、預金金

利はいまだに基準金利が公表され続けています。基準金利近辺の金利で預金を集めたり貸

すよう指導がされているので、中国の金利はいまだに規制されていると言って間違いない

わけです。 

 これ（19番）は利ざやですが、２％もあります。日本の金融機関の利ざやは0.2とか0.1

とかいう水準です。中国はたっぷりあります。ただし、収益で償却できる範囲内に不良債

権がおさまるのか。不良債権の増加が政府の財政で引き受けられるレベルにおさまるのか

どうかというのがこれから中長期的には課題になっていくと思います。 

 以上で私からのお話を終えたいと思います。どうもありがとうございました。 

○國分座長 ありがとうございました。 

 それでは、また札を立てていただき、関委員からお願いします。 

○関委員 ２つほど質問したいと思います。 

 １つ目はＢＩＳの統計の読み方ですが、地方政府の融資プラットフォームの分は「政

府」と「企業」のどちらに分類されているのか。もし企業に分類されたら、李さんの説明

の中にあったように、 近、置き換え債が非常に大きな規模で発行されていますが、それ

は統計にどういう影響を与えるのか。もともと企業債務として分類されていたものの一部

は、政府債務として計上されるようになるのでしょうか。 

 もう１つは、中国ではマネーサプライ（Ｍ２）の伸びが足元では急速に鈍ってきた。し

かし、それと比べて貸出とか社会融資規模はそれほど鈍っていない。この２つの間に乖離

が生じた理由はどこにあるのか。これをもって金融政策の有効性が落ちているという理解

でよろしいかどうかについて伺いたい。 

○田中委員 今非常に金融システムリスクの防止に政策の目が集中していて、それこそ三

大堅塁攻略戦の筆頭にもなるぐらいにリスク防止は前面に出てくるわけです。他方で、今

年は改革開放40周年でもあり、この前の第３四半期の貨幣政策執行報告などを見ると、資

本取引自由化の実現に向けて着実に進めていくという記述が見られます。また、国有企業

改革における国有資本の管理では、もともと混合所有制とか民間資本導入ということでい

えば、一連の国有商業銀行の上場のときにかなりいろいろな手法を入れて、外資を混ぜ込
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んでいる。そういう意味では、一般の国有企業に比べると、混合所有制とか国有資本管理

みたいな話は、かつては金融が一歩進んでいたところもあると思います。商業銀行分野で、

さらに国有企業改革が進められていく可能性はあるのか。 

 あるいは、預金保険制度ができましたが、破綻処理システムはまだできていません。そ

の破綻処理システムと国有商業銀行改革とのバランスの問題も恐らく出てくると思います

が、一連のリスク管理と改革の前進という関係をどのようにお考えになっているかお聞か

せ願いたいと思います。 

○齋藤委員 私からは２点お伺いします。 

 １点目は、13番のスライドの中で、露口先生から、人民銀行総裁と銀監会のトップが今

命がけで金融システムリスクの防止をやっているとのご指摘がございました。そういった

中で、今起きている現象としては金融の引き締めが起きています。先生は、金融引き締め

が行き過ぎてしまうリスクをどの程度と見ているのか。それによって、景気が想定以上に

スローダウンするリスクをどの程度と見ているのかお伺いしたいと思います。 

 ２点目は、14番のスライドのシャドーバンク規制についてです。私もこれに非常に注目

しております。私の考える肝の部分は、例えば銀行の理財商品でも、満期は１年未満の短

期ですが、運用は長期です。これはどう考えても仕組みがないと成り立たたず、その仕組

みというのは、１つは資金プールです。いろいろな商品、資産をまぜて丼勘定でやり、期

限が来たものから償還していくということなので、一つ一つの商品のリスクとリターンの

関係が全くわからなくなっています。今後は、これを１対１の関係にするとしているので、

本気でやろうとするとデフォルトや元本割れが増加するのではないかと懸念しています。 

 その一方で、先生のご解説ですと、金融システムは銀行が中心で、しかも政府がそれを

コントロールしているということであれば、それは恐らくデフォルトや元本割れはさせな

いという考えもできるかとも思います。しかし、そうなるとこの政策を出した意味も全く

なくなってしまいます。先生は、どういった見方をされているのかをお伺いしたいと思い

ます。 

○高原委員 やや政治的な角度から。１つの質問は、政策性銀行というのは本当のところ

どれほど政策的なのか、利益はどれほど上がっているのかお伺いしたいと思います。開発
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銀行にしても輸出入銀行にしても、私の印象としては、もうからないことはやりたくない

し、あまりやらないようにしているのではないか。過去いろいろなプロジェクトの失敗も

当然あると思いますが、それを踏まえて、なるべくもうからないプロジェクトには手を出

さないようにしているのではないかという印象があります。実際のところどれだけの利益

があって、あるいは、政府の言うことをどれほど聞いているのか聞いていないのかについ

てお伺いしたいと思います。 

 先ほどのお話では、利ざやが確保されているということですけれども、その利ざやはど

うやって決めているのか。２％は相当もうかると思いますが、ほかの部門との比較は行わ

れているのか。具体的な話をすると、利益がどれだけ出ているかということとも関係しま

すが、国有大型企業については、習近平政権になってから、経営者の収入を制限するとい

う話がありました。このような金融機関についても適用されているのでしょうか。内部の

分配について何か情報があれば教えていただければと思います。 

○國分座長 私からも質問があります。結局、中国自身が国内の安定性を 優先にしてい

るということのようです。中国経済は世界でこれだけ巨大になって存在感も大きいのに共

産党の政治指導が予想以上に強い。今後、引き締め・安定という内向きの方向に行ったと

きに、中国経済の成長可能性は大丈夫なのか、それともう１つ、元の国際化ですね。国際

経済そのものの大きな１つの要素になっている中国が、グローバル化の波に反する動きを

増していくと見たほうがいいのでしょうか。 

○露口教授 たくさん質問をいただきまして、ありがとうございます。 

 関先生の話はなかなかテクニカルで私もよくわかりませんが、まず、融資平台は企業に

分類されており、政府か民間かというと、これは民間に分類されていると私は理解してい

ましたが、もしかしたら間違っているかもしれません。いずれにしろ、民間非金融部門の

資金調達の統計の中に融資平台は入っていると私は理解しております。 

 マネーサプライと貸出の話ですが、マネーサプライは下がってきているとはいっても、

まだ９％ぐらい伸びています。完全に１対１で対応しているかどうかについては、実はマ

ネーサプライの供給要因はもう１つあります。マネーサプライは対外純資産の増減でも動

くので、１対１ではない。ただ、10％近くマネーサプライも増えていますので、そこの部
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分は矛盾している話でもないのではないかと思っています。 

 田中さんのお話で混合経済について、確かに中国の金融機関改革は進んできていたがリ

ーマン・ショック後止まってきているということです。今後、民営銀行が拡大していくこ

とはあるかもしれません。金融部門についての自由化や市場化は、確かに人民銀行なども

言っています。例えば資本の自由化について言えば、証券会社と保険会社の外資による出

資規制を外すということがありました。51％にとりあえず増加して、数年内にその上限も

外す。それから、中国系銀行に対する外資の出資比率25％の制限も外していくようなこと

が言われています。多分これが、人民銀行が資本の自由化をすると言っていた内容だった

かと思います。 

 ただし、我々が認識している資本取引の自由化とは少し違う話であり、資本取引の自由

化という意味でいうと、直接取引のほんの一部が自由化されただけです。銀行や証券業界

にとっては中国で商売ができるという意味で非常に重要な話ですが、我々が考えているよ

うな金融改革という意味での資本取引の自由化や人民元の為替相場の弾力化はちまちまや

るだろうと思うが、大きな自由化はないのではないかと思っています。 

 ＩＭＦのレポートでも、金融システムの安定を重視する以上、中国では資本取引の自由

化とか為替相場の弾力化といった金融改革は大きく行われないだろうと言っています。私

も同感です。 

 預金保険については、日本の預金保険制度というのは破綻処理のパッケージになってい

るので、それをきちんと中国もやらなければいけないだろうと思っています。今のところ

そのようになっていないのは、そう簡単に潰せないだろうということもあるでしょう。中

国のＩＭＦ代表理事の金中夏さんは、人民銀行から派遣されていますが、IMF のレポート

の 後に中国代表の金中夏さんのコメントがついています。まず中国の銀行はインソルベ

ントにはならない。また、人民銀行は流動性不足による問題は絶対起こさないと書いてい

ます。銀行は、資金ショートを起こさない限り、仮にインソルベントであっても簡単に潰

れるものではありません。したがって、人民銀行が流動性の供給は保証すると彼が言って

いるのだから、多分銀行はそう簡単には潰していかない。ただし、経営破綻に近いような

銀行については、経営者層は当然のことながら総取り替えで責任を追及していくのだろう



 - 35 -

と思います。 

 齋藤さんの金融引き締めが行き過ぎるのではないかという点については、そういう懸念

はあると思います。今回はどちらかというと引き締め側に重点を置いてお話ししてしまい

ましたが、中国の経済政策は安定の中に進展を求めるという「穏中求進」です。安定を重

視していますが、成長もそれなりに実現していこうということになっているのです。その

中で、中国の金利とマネーサプライの話をしましたが、先ほどから言っている窓口指導は

便利な政策であり、これで貸出量をある程度確保していく。日本のようにゼロ成長になっ

てしまうとなかなか難しいですが、５％とか６％とか成長している社会で、それなりの成

長を確保するための貸出をきちんと実行しろということが可能です。 

 それから、中国にはもう１つ、合意貸出という言葉があります。これは、それぞれの銀

行の資本状態に応じて、貸出の状況を指導するという、本来はミクロプルーデンスの政策

でしたが、マクロ金融政策に転用され、こういう産業あるいは中小企業にこれだけ貸しな

さいと、人民銀行の地方レベルの小さな支店と小さな銀行が全部合意して貸し出していく

ものです。このように大きなシュリンクを生まないような制度がありますので、それほど

行き過ぎたことは起きないのではないかと思っております。 

 それから、理財商品の問題です。銀行が金融システムの中心にあって、理財商品は銀行

が絡んでいるものが多いわけです。これもＩＭＦのレポートにも書いてあります。そうす

ると、銀行が潰れるかどうかというのが 後は問題になるわけです。それぞれの商品がデ

フォルトすることはあると思いますが、それに対してどれだけ銀行がちゃんと返していく

か。そういうのは商品ごとに考えていくと思いますが、銀行が潰れない限り交渉相手は常

にいるという状況が担保されると思います。先ほどの金中夏さんの方針で示されているよ

うに、銀行は、そう簡単には潰さないだろうと思っているわけです。 

 高原先生の政策性銀行は利益が上がっているかというご質問について。これは今個別の

数字を持っていませんが、それなりの利益が上がっています。 

 先ほど一行一策という話をしましたが、開発性金融と政策性金融というのは中国的な定

義があります。開発性金融は、基本的に政府は補助金を出さない。だから、持続可能性の

ある、サステーナブルな案件を探してきて、自分でちゃんと収益を上げながら長期的な投
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資案件に投資しなさい、というのが、国家開発銀行に義務づけられている開発性金融です。

それ以外の２つの政策性職能や政策性業務という政策性金融は、政府の必要に応じてやっ

てもらうものであるので政府が補助を出すということが明確に書かれています。この２つ

の言葉を使い分けながら今の政策性金融をやっています。 

 利ざやの話ですが、どう決まっているのかというのはなかなか難しい話です。２％でい

いのか、単純に基準金利を見ますと本来は３％ぐらいあっていい話ですけれども、例えば

満期とかいろいろな構成が違いますので、実際には２％ぐらいになっているわけです。金

利規制というのは、少し前まではかなり低いレベルの金利にしていて、企業に対して利益

を移転するようなタイプの規制でした。現状そんなに低い金利かというと、成長率がこれ

ぐらいになってくるとあまり低い金利とは言えなくなってきており、現在は主にまさに金

融機関の利ざやを確保するための規制になっていると思っています。 

 実際にはどういうことが行われているかというと、この（18番）2015年10月24日の段階

で預金金利の上限が撤廃されました。上下の限度は昔はありましたが、それが完全に撤廃

されたので本来完全に自由になっているはずですが、不思議なことに基準金利を依然とし

て公表し続けています。そして、銀行協会が各地にあり、それがカルテルを結び、基準金

利に対する上限下限を自分で決めて人民銀行に届け出るというやり方をしています。２％

が妥当かどうかというのは、まさにこれからコストが上がってくる可能性があるわけです

が、不良債権、信用コストを吸収するのに十分かどうかという話だと思います。 

 配分の話は、ちょっと私はわかりません。経営者がどれだけお金をとっているか。あま

り高い収入をとるなというのは金融機関にも適用されていたと思います。 

 國分先生の今後の成長についてのご質問ですが、まさにコントロールしていると非効率

が生じますので、その分、成長率が落ちてくると思うのです。どちらを優先するか考えた

結果、安定を優先することになっているのだと思います。ただし、その中で何年までには

中進国にならなければいけないとか大ざっぱなターゲットがありますので、あまり低い成

長にするわけにはいかないということで、金融の世界で申し上げますと、窓口指導による

量のセットを通じながら、それなりの貸出の増加を確保して、それが成長の阻害要因にな

らないようにしていくと思います。 
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 それから、人民元の国際化についてのご質問がありました。これは、資本取引の自由化

とか為替相場の弾力化とかはちょっと遠のいたと思うのですが、人民元の国際化自身の旗

はおろしていません。今、人民銀行が進めているのは、経常取引における人民元の利用比

率を上げていくことです。資本取引を自由化すると、貸出をセットする形の金融政策は有

効性がなくなってしまいます。外から幾らでもお金が入ってくるので、そう簡単には資本

取引を自由化できない。金融機関の改革を進めて、金利を自由化して、金利を使った金融

政策ができない限りそういうことはなかなかできません。しかし、経常取引については、

人民元の国際化を言い出す前はほぼ100％近く、ドルで海外との取引を決済していたわけ

です。今人民元の比率が25％ぐらいに増えてきたわけですけれども、今後、例えば一帯一

路沿線国家のようなところと積極的に政府間の通貨スワップ協定を結んでみたり、人民元

と相手国通貨の直接交換取引の契約を結んでみたり、ものすごい勢いでやり始めています。

それによって支払い決済における人民元の比率を上げていくことが推進されております。

そういう意味では人民元の国際化はまだ諦めていない。先ほど申し上げました資本取引の

自由化、為替相場の弾力化とはちょっと違ったやり方でそこは進めていっているというこ

とかと思います。 

○國分座長  

 今日は、李さんには、特に過去の日本経済の発展と中国を比較していただく中でさまざ

まな可能性と問題点を指摘していただきました。露口先生には、銀行、金融を中心にお話

しいただいて、安定の中にある不安定ということをご指摘いただいたということではない

かと思います。 

○三ッ本国際交流課長 第３回の研究会は２月21日（水曜日）午後２時より、産業―日中

米関係というテーマで開催する予定となっております。場所はこちらの第一会議室となり

ます。またご参加をお待ちしております。 

○國分座長 どうもありがとうございました。また来月お会いしましょう。 

午後３時55分閉会 

 


