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寺　尾　好　正　　　　員　　　要　鋒

中国金融改革における
市場メカニズムの活用と政府の関与について

─主にインセンティブの視点から─

はじめに－要旨に代えて

市場と政府の関係は経済学における永久の研
究テーマであるということに異論のある論者は
少ないと思われる。もとより市場メカニズムは
完全ではなく、適切な政府の関与が不可欠であ
る。住宅ローン問題を契機とする世界的金融危
機は、市場メカニズムの限界を明確にすること
を通じて、それに先行するかなり長い期間に
亘って米国を中心に規制緩和に重点を置く方向
で大きく振れていた振り子を何がしかは反転さ
せたようにも見える。こうした局面において、
元々国が主役である社会主義国中国の金融セク
ターにおいて、市場指向の改革がどうしたら実
効を持ちうるかを考えることは大変興味深いも
のがある。本稿では、中国における金融セクター
の改革に焦点を絞って、市場指向の諸改革が行
なわれる中で、政府の関与の実態がどう変化し
てきたのかを明らかにした上で、そうした状況
での市場指向の改革の有効性を確保するための
方策を検討する。

本稿の要旨・結論を先取りすると、中国の金
融セクターの改革は、1980年代以降着実に進め
られてきており、特に近年の外資導入・IPO実
施等の諸改革は、私有の拡大を通じる効率性へ
のインセンティブ強化を通じて、一定の効果を
挙げている。しかしながら、国有商業銀行の公
共投資プロジェクト関係を含む国有企業向け融
資における政府の影響力行使の実態には大きな
変化は見られないように窺われる。その結果、

大きなウエイトを占める国有企業向けを中心と
する政策関連融資の決定は基本的には引き続き
商業ベースとは異なるベースで行なわれてお
り、国有商業銀行を中心に銀行経営における自
己責任原則が必ずしも明確でない状態が続いて
いる。その結果、市場メカニズムの効率化に向
けたインセンティブが十分に機能しないため、
市場経済における銀行セクター本来の機能であ
る効率的な資金配分、適切な審査による資産内
容の悪化防止のメカニズムが必ずしも有効に作
動していない。

こうした事態を改善するためには、第１に、
国有商業銀行の政策関連融資を取り止め、国債・
地方債によるファイナンスないしは、政策性銀
行にシフトすべきである。第２に、こうしたシ
フトを担保するためにも、国有商業銀行への国
の出資比率を引き下げることが望ましい。これ
により私的所有のウエイトが上昇すれば、効率
化へのインセンティブ強化が期待可能であろ
う。さらに国有商業銀行は政府により保証され
ているとの期待を修正していくことを通じてモ
ラルハザードの防止にも寄与しよう。

こうした内外の諸改革を具体的にどのような
内容とテンポで進めていくかについては、基本
的に政府が関与すべき分野であると考える。そ
の際独善に陥ることを回避するためには、特に
中国の場合、政策の内容・効果を外部から検証
可能とすべく、正確な統計・データの作成・公
表を含めて、全般的に透明性を高めることが喫
緊の課題である。
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なお、本稿の構成は次の通りである。第１章
では、政府の関与の程度にも目を配りつつ、銀
行セクターの改革の歴史を概観する。第２章で
は、国有商業銀行の国有企業向け融資の問題の
所在ついて分析する。第３章では、景気対策実
施の際の銀行セクターの利用の問題、即ち、財
政と金融の分離が不十分である点を検討する。
第４章では、政府の関与が効率化へのインセン
ティブの観点からどのような問題をもたらして
いるかを分析する。最後に第５章では、そうし
た問題を解決するための対応策を整理する。

第１章　改革の歴史の概要

本章では、まず中国の銀行セクターを中心と
する金融制度改革の歴史について、「商業銀行
機能についての改革」と「政府の関与」の二つ
の視点から整理する。二つの視点から見ていく
が、後者は事実上あまり大きくは変化しなかっ
たように窺われるので、結果的には前者の改革
の動向により時期を次の通り４つに区分してみ
た。

（1）時期区分１（1978年〜 1984年）

この時期は、中国が1978年に経済改革を開始
してから中央銀行から商業銀行業務が完全に分
離されるまでの時期に該当する。経済改革開始
以前は、中国の場合単一銀行制度であり中国人
民銀行が唯一の銀行として、中央銀行、政策銀
行、商業銀行を兼ねる状況であった。

1979年には、経済改革の一部として中国人民
銀行より中国農業銀行および中国銀行が分離さ

れた。この間、４大国有商業銀行の一つである
中国建設銀行の前身は改革以前から存在した1。

1983年には中国人民銀行が正式に中央銀行
として位置付けられた。翌1984年には、中国人
民銀行は残る商業銀行機能を中国工商銀行

（ICBC）に移管した。この段階で、中国人民銀
行からすべての商業銀行業務が４大国有商業銀
行2へ移管されたことなる。

（2）時期区分２（1984年〜94年）

中国人民銀行から商業銀行機能が分離されて
から、政策的銀行が設立されるまでの時期に該
当する。商業銀行ビジネスが本格的にスタート
し、拡大していく時期でもある。

1984年の中国工商銀行の設立により、４大国
有商業銀行と商業銀行業務を分離した中央銀行
の体制となった。こうした体制の下で４大国有
商業銀行は商業銀行ビジネスを促進するため預
金を取り扱う支店網を急速に拡大した。加えて、
1986年以降は株式制商業銀行が新設3された。

この間政府の関与については、急拡大をみた
商業銀行ビジネスについても基本的には政府の
指示に基づいて運営されていた。

（3）時期区分３（1994年〜2000年初）

中国の経済改革全般の方向性が明らかとなる
中で、商業銀行の法的基盤が形成されていく時
期に対応する。

1991年のソ連の崩壊は中国に深刻な影響を与
えた。中国指導部はこれを他山の石として、市
場経済改革の加速の必要性を認識し、国有企業
改革、財政・税制度改革等を本格化していく4。

1 中国建設銀行の前身は、経済改革後1979年に財政部から昇格して独立したが、当初は預金の受入れを行って
おらず銀行ではなかった。1980年から試験的に預金の受入れ等の銀行業務を始め、1984年に国有商業銀行と
なった。

2 当時の正式名称は国家専業銀行であるが、1994年の金融改革後国有商業銀行と改められた。なお、本稿では
煩瑣さを避けるため、終始「国有商業銀行」の名称を利用することする。

3 1986年設立の交通銀行が第１号。1994年時点で９行へ、最近時点では13行に増加。
4 高橋〔2004〕参照。同書によると、1978年以降言わば改革の方向性について模索の局面が続いたが、1993年「中

共14期３中全会で決議された『社会主義経済体制建設の若干の問題に関する中共中央の決定』が『社会主義
市場経済体制建設基本法』ともいうべき地位を占め、90年代の改革・開放策の総方針となった」。
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こうした流れの中で、金融制度改革に関しては、
政策性銀行の新設、商業銀行体系の整備が開始
された5。具体的には、1994年中国政府は、国
有の３つの政策性銀行を設立した。その使命は
国有商業銀行から国の指示による融資を免除す
ることであった。さらに、1995年商業銀行法が
成立した６。同法では、中国における商業銀行
の業務についての法的なフレームワークを規定
し、銀行業務やリスク管理、財務的な成果につ
いての自己責任を明確化した。

この間、1998年以降国有企業の改革・整理の
本格化に伴い、国有企業向け融資の内容悪化が
表面化した。国有企業への主な融資主体である
国有商業銀行の不良債権が大幅に増加する事態
となった。これに対し、政府は、資本注入及び
資産管理会社による不良債権買取により対応し
た（第１次対応）。

政府の関与の視点から見ると、政策専門の国
有商業銀行である政策性銀行が設立され、自己
責任を謳うなどの商業銀行の法的基盤が形成さ
れたものの、いわば外形に止まり、実際には、
政府の国有商業銀行の融資に関する幅広い関与
はほとんど不変であり、国有商業銀行が政策関
連融資を免除されることはなかった。

（4）時期区分４（2003年以降）

WTO加盟に伴う海外銀行への開放（＝2006
年）を展望して、市場化に向けた銀行セクター
の改革を加速する時期である。

2001年中国はWTOに加盟した。それに伴い、
加盟後５年以内に海外金融機関がすべての顧客
にサービス提供することを受け入れることを義
務付けられた。そこで中国政府は、海外勢との

競争に備えて市場指向の改革の動きを加速した。
第１に、不良債権問題の改善を目指して、中

国銀行業監督委員会（CBRC）が2003年に設立
された。同委員会の指導により、クレジット・
スコアリングの導入、融資評価基準の明確化、
国際的な貸出債権分類基準（５段階）の全国有
商業銀行への適用の強化等が行なわれた。こう
した融資基準自体は、欧米のそれと概ね同様の
内容といえよう。

この間、政府の関与の視点から見ると、中国
の場合上記の内容はあくまで公式的な基準であ
り、国有企業向けの貸出については、必ずしも
こうした基準が採用されず、特に大規模な国有
企業向け融資や政府が推進しているプロジェク
ト等向けの融資については、優先的に対応され
た模様である（Yeung 〔2009〕7）。

第２に、不良債権に関しては、1998年の第１
次の対応後も高水準を続けたため、2004年には
第２次の対応（外貨準備による資本注入と資産
管理会社への移管）がとられた。

第３に、海外の戦略的投資家からの出資を募
り、 資 本 の 量 的 補 完 に 加 え て、 海 外 幹 部

（directors）招聘によるガバナンス強化と海外
の経営スキル・新製品導入による効率性向上等
の効果を期待する対応がとられた。

第４に、株式制商業銀行のIPO成功を眺め、
政府は国有商業銀行の上場を目指した。上記第
２次の対応により自己資本比率と資産内容を改
善の後、2005年以降に香港市場等への上場を実
現した8。

ここで上述のような金融セクター改革の進行
状況を、極く基礎的なデータにより定量的に確
認しておこう9。

5 1993年に公布された「金融体制改革に関する決定」に基づくもの。
6 なお、この時期に地域の中小企業金融支援の観点から都市商業銀行が設立される。
7 Yeung 〔2009〕では、2004年11月〜2006年12月の間に実施したインタビューに基き分析している。後出注15

参照。
8 ４大国有商業銀行（中国建設銀行、中国銀行、中国工商銀行、中国農業銀行）は、2010年10月までに、上海、

香港両市場に上場。
9 データ面の制約からデータ始期は主に2003年となる。
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まず金融機関の種類別に資産残高のシェアの
推移を見ると、預金取扱金融機関のシェアが圧
倒的なウエイト（９割程度）を占めている姿は
ほとんど不変である（図表１-１参照）。これを
国際的に比較（日米、ユーロとの比較）してみ
ても、中国の預金取扱金融機関のシェアは圧倒
的に高い（図表１-２参照）。

次に、銀行セクターについて、商業銀行の種
類別シェアの推移を見ると、国有商業銀行10の

シェアは緩やかに低下している一方、株式制商
業銀行、都市商業銀行のシェアが着実に上昇し
ている。もっとも、国有商業銀行は最近時点で
も引き続き大きなシェア（６割強）を占めてい
る（図表１-３参照）。

第２章　国有企業への融資の問題

政府の銀行セクターに関する関与11について

図表１- １．金融機関の種類別資産残高の対名目GDP比率の推移

資料： 中国人民銀行『中国金融年鑑』（2011）、中国銀行業監督委員会『中国銀行業監督委員会年報（2010）』、
中国証券監督委員会『中国証券先物統計年鑑』（2003-2010）、中国国家統計局『中国統計年鑑（2011）』
により作成

備考： ①預金取扱金融仲介機関は、国有商業銀行、株式制商業銀行、都市銀行、都市信用社、農村信用社等を
指し、銀行業監督委員会が発表された銀行業総資産からノンバンクの総資産を引いたものである。

 ②保険会社・年金基金は、保険会社、国家社会保険基金、企業年金、農村年金を指し、それぞれの総資
産の合計である。なお、農村年金と企業年金は、それぞれ2005年と2006年からスタートした。

 ③その他金融機関は、証券会社、先物会社、基金管理会社（日本の投資信託会社と相当する）、適格海外
機関投資家（Qualified Foreign Institutional Investor）、信託会社、集団会社財務会社等を指し、それ
ぞれの年末総資産の合計である。

10 ここでは国有商業銀行は４大国有商業銀行に交通銀行を加えた５大国有商業銀行を指す。これは中国銀行業
監督委員会が2007年以降の公表データにおいて交通銀行を従来の株式制銀行から国有商業銀行に分類したこ
とから、その後は５大国有商業銀行と呼ばれる場合は多くなっていることを反映したもの。

11 本章では望ましくないとみられる国の関与について検討する。
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図表１- ２．金融機関の種類別資産残高の対名目GDP比率（2010年）の国際比較

資料： ①中国は、中国人民銀行『中国金融年鑑』（2011）、中国銀行業監督委員会年報（2010）、中国証券先物年
鑑（2003-2011）、中国国家統計局『中国統計年鑑（2011）』により作成

 ②ユーロ圏は、ECB， Euro Area Accounts （2011年10月28日）
 http：//www．ecb．int/stats/acc/html/index．en．html
 ③日本は、日本銀行『資金循環統計』（2011年９月20日）により作成
 http：//www．boj．or．jp/statistics/sj/index．htm/
 ④米国は、FRB、Flow of Funds Accounts of the United States， Third Quarter 2011（2011年12月８日）
 http：//www．federalreserve．gov/releases/z １/Current/
備考： ①預金取扱金融機関
 中国：国有商業銀行、株式制銀行、都市銀行、都市信用社、農村信用社、村鎮銀行
 米国：商業銀行（Commercial Banking，）、貯蓄預金機関（Savings Institutions）、信用組合（Credit 

Unions）
 日本：都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用組合商業銀行、

信託銀行等
 ユーロ圏：通貨創出金融機関（Monetary Financial Institutions 、中米日の預金取扱機関＋中央銀行に

相当する（MFIs）
 ②保険・年金基金
 中国：保険会社、国家社会保険基金、企業年金、農村年金
 米国：保険会社、個人年金基金、連邦政府年金基金、地方政府職員年金基金
 日本：保険会社、企業年金基金、厚生年金基金等
 ユーロ圏：保険会社と年金基金（保険と年金基金は１つの部門に統合されている）
 ③その他金融仲介機関
 中国：証券会社、先物会社、基金管理会社（日本の投資信託会社と相当する）、適格海外機関投資家

（Qualified Foreign Institutional Investor）、信託会社、集団会社財務会社
 米国： 投 資 信 託 会 社（Money Market Mutual Funds、Mutual Funds、Closed-End and Exchange-

Traded Funds等）、ノンバンク（Agency-and GSE-backed Mortgage Pools， Finance Companies， 
Issuers of Asset-Backed Securities）、証券会社（Security Brokers and Dealers）

 ユーロ圏：その他金融仲介機関（Other Financial Intermediaries）
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は、①国有企業に対する融資が商業ベースと異
なる基準で行なわれるという問題と、②財政政
策（特に景気対策）における銀行セクターの利
用という財政と金融の分離の不十分性という二
つの問題が中心的なものと考えられる。本章で
はまず前者を取り上げ分析する12。

１．経緯

国有企業は総じて経営効率が悪く赤字企業の
割合が高かったが（後掲図表２-３参照）、そう
した国有企業の損失は80年央以前においては国
庫が負担していた。もっとも、財政赤字が拡大
するにつれて政府は国有企業に銀行借入にシフ

トするように指導した。こうした経緯で1980年
代央以降国有商業銀行から国有企業への政府の
意向に基づく融資が常態化していった13。

こうしたシフトは、少なくとも銀行部門、政
府部門のモラルハザードを産み出したと考えら
れる。銀行部門にとって、こうした融資はあく
まで自己の責任において融資を決定したもので
はないので、仮に資産内容が悪化した場合には
国が責任を持つものと想定する。一方、国サイ
ドについては、当該支出が財政支出である場合
には支出増に対し一定の規律が働いたと思われ
るが、それが働きにくくなってしまう。さらに
企業は当該シフト分のみでなく、銀行からの融

図表１- ３．商業銀行の種類別シェアの推移

出所：中国銀行業監督委員会『中国銀行業監督委員会年報（2010）』
備考：①国有商業銀行は、建設銀行、工商銀行、中国銀行、農業銀行、交通銀行（中国銀行業監督委員会は

2007年以降交通銀行を国有商業銀行に分類）。
 ②株式制銀行は、招商銀行、中信銀行、深圳発展銀行、広東発展銀行、興業銀行、光大銀行、上海浦東

発展銀行、華夏銀行、民生銀行、恒豊銀行、勃海銀行、浙商銀行計12行。

12 本稿では、国有企業への融資の問題を分析するが、国有企業問題自体には文脈上必要な範囲で触れるに止め、
分析の対象とはしない。

13 「1994年には政策的銀行が設立されたが、国有商業銀行は損失が累積しつつある国有企業への融資を継続（更
新と新規）した。これは、政府（地方及び国）が株式の大宗を保有していることを背景に、融資を継続する
ように大きな影響力を行使したからである。」（Fu  and  Heffernan 〔2009〕）
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資全般を財政支援の延長と受け取りかねず、債
権者たる銀行からの効率化への圧力が減殺され
るという面も否定できない。こうした歪みが、
国有企業の赤字拡大と共に、主たる融資主体で
ある国有商業銀行の資産内容の顕著な悪化を齎
し、ひいては、1998年及び2003、４年の２次
に亘る巨額の国家資金の投入14を余儀なくされ
る事態を招いたと見ることができよう。

２．国有企業向け融資の実際

第１章の銀行制度の改革において既に述べた
ように、2003年以降では、融資決定の公式的な
基準は累次の改革により欧米のそれとさして遜
色がないものが定められており、その融資権限
も一定以上の規模のものは本部に集中されるよ
うになった。従って、公式的な融資決定プロセ
スを見る限り基本的には商業ベースの判断が行
なわれ、赤字国有企業向け融資等は自ずと排除
されていくとみることが可能とも思われる。し
かしながら、中国では融資の決定に際し、必ず
しも公式的な基準がすべての融資案件に適用さ
れるわけではないのが実情であるようにみえる
15。即ち、国有企業とか政府のプロジェクト向
け融資については、商業ベースとは異なる次元
で融資の是非が判断・決定されているのが近年
でも引き続き実情である可能性が大きく、特に
規模の大きい国有企業向け融資や、国家的に優
先度の高いプロジェクト（航空宇宙産業、高速
道路、鉄道、電力プラント建設等）への融資は
優先的に扱われているように窺われる。

３．国有企業の改革の概要

前章で述べたとおり、中国政府はソ連崩壊を

受けて1993年以降「社会主義市場経済体制」の
創出に向けて経済改革の動きを加速していく。
1994年には国有企業改革を本格的にスタート
し、1998年には国有企業改革、銀行改革、行政
改革の３大改革を３年間で完成させることを打
出した16。国有企業改革についてはその主な内
容は、2000年までに、国有企業における生産能
力、人員、債務の「３つの過剰」を解消するべ
く、リストラ（企業の清算、合併、人員削減）
を行なうというものであった。

４．国有企業のウエイトの低下と変容

こうした国有企業改革の実施の結果、損失を
出している国有企業の多くは清算・合併・民営
化されていった。このため国有企業の雇用、資
産、生産等の面で工業部門全体に占めるシェア
は2000年代入り後かなり顕著な低下をみてい
る（図表２-１、２-２参照）。資産の減少と比
して企業数の減少が顕著であるが、これは中小
国有企業が淘汰され、国有企業の平均的規模が
拡大していることを示している。雇用者数もか
なり大幅に減少した後、近年は概ね横這いで推
移している。これは雇用問題の深刻化を回避す
るために政策的に赤字国有企業を支援する必要
性の緊急度が低下してきていることを示唆して
いる。こうしたリストラにより国有企業のうち
の赤字企業の割合も、統計で見る限り低下傾向
を示した（図表２-３参照）。もっとも、国有企
業の効率性が低い問題が解決したわけではない
点には留意しておく必要があろう。

経済全体に占める国有企業のウエイトが低下
すると共に、国有企業の位置付けについても、

「国民経済と人民生活に重要な部分を握り、国

14 Dobson and Kashyap〔2006〕によると、 ４大銀行の不良債権処理に要したコストは、保守的にみても2005
年GDPの10.4％程度（馬推計分を加えると18.5％）。

15 Yeung〔2009〕は、2004年11月〜2006年12月の間に実施した国有商業銀行関係者へのインタビューに基き国
有商業銀行の融資決定の実情を詳しく分析している。そこでは、国有企業とか国家プロジェクト向けの融資
の場合、公式的な基準をバイパスして、文章化されていない非公式な基準が採用される例が多い旨指摘して
いる。

16 中国政府の「３年苦境脱出計画」、期限は2000年。
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図表２- １．国有企業の総資産、生産、社数のシェアの推移

資料：中国国家統計局『中国統計年鑑（2011）』により作成
備考：１．ここの国有企業は、年度営業収入が500万元以上の工業企業のうち、国有資本が資本金の半数以上出

資している企業を指す。
　　　２．雇用人数は、年間平均雇用人数である。

図表２- ２．国有企業の雇用者数シェアの推移

資料：中国国家統計局『中国統計年鑑』（1995-2011）により作成
備考：１．ここの国有企業は、年度営業収入が500万元以上の工業企業のうち、国有資本が資本金の半数以上出

資している企業を指す。
　　　２．雇用人数は、1995-1997年は、すべての国有企業の年間平均雇用人数であるのに対して、1998年以降は、

上記の規模以上国有企業の年間平均雇用人数である。
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民経済を統御する役割」を重視するように変化
している17。言わば、「選択と集中」の結果、
国有企業は、業種的には、国家の安全ないしは
国民経済にとって重要な産業が中心となってき
たと言えよう。

こうした変化は、国有企業への融資が失業問
題への対応というマクロ経済的動機から、重点
産業向け融資というミクロ的な動機へ変化して
きていることを示唆している。その場合、政策
主導の国有企業向け融資を国有商業銀行から解
放し、政策性銀行へ移管することがより現実的
な選択肢となってきていると見ることもできよ
う。

第３章　�財政政策における銀行システ
ムの利用の問題

１．財政政策（＝景気対策）における銀行シス

テムの利用

本章では、望ましくないとみられる政府の国
有商業銀行への関与の第２の点として、景気対
策を要する局面で、銀行の融資を財源として公
共投資を増加させることが基本的な方法として
採用されているとみられる点について検討す
る18。

図表２- ３．赤字国有企業のシェアの推移

資料： 中国国家統計局『中国統計年鑑（2011）』、中国国家統計局『中国工業経済統計年鑑（1999-2010）』、中国
国家統計局『中国統計摘要（1986-2011）』により作成

備考： １．ここの国有企業は、年度営業収入が500万元以上の工業企業のうち、国有資本が資本金の半数以上出
資している企業を指す。

 ２．赤字国有企業の赤字総額対財政収入比は、上記の国有企業のうち赤字国有企業の赤字総額（黒字企
業と相殺しない）対当該年度の全国財政収入の比率である。

17 高橋〔2004〕参照。
18 こうした融資は公共投資を行なう主体に対するものであるが、そうした主体が国営企業である場合が多いの

で、公共投資の財源としての融資も実は国有企業向け融資となる。従って、融資が商業ベースで行われてい
ない問題に帰着するが、第２章で見た国有企業向け融資はその歴史的経緯や、主に運転資金という性格が強
い等かなり性格が異なるとみられるので、ここでは分けて検討することとした。
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２．景気対策としての公共投資拡大策の形態

比較的最近において中国政府が景気対策を講
じる旨公表して対応した局面は、アジア危機時

（1998年）と今次世界的金融危機の局面（2008，
2009年）の二つであった。こうした局面におけ
る全社会固定資産投資額の動きを確認してみ
る。まず、全社会固定資産投資額の対名目GDP
比率の推移を見ると、1998年、2009年に高まっ
ていることが確認できる（図表３-１参照）。次
に全社会固定資産投資額を国有企業、非国有企
業といった投資主体別に見ると、1998年及び
2009年には国有企業の比率が高まっているこ
とがわかる（図表３-２参照）。これは公共事業
の主体である国有企業の公共投資プロジェクト
が増加していることを示唆している。次に全社
会固定資産投資額（2010年）の９割弱を占める
都市固定資産投資額を地方政府、中央政府とい
う投資主体別に見ると地方政府のシェアは1998
年でも７割を上回っており元々かなり高いが、
2009，2010年には一段と上昇し最近は９割を超
えていることがわかる（図表３-３参照）。この

間、地方政府債務残高の推移を見ると、1998年
と2009年に著増をみていることが確認できる

（図表３-４参照）。
こうしたマクロデータから、景気対策として

の公共投資拡大は主に地方政府の固定資産投資
の拡大を通じて行なわれていることがわかる。
さらに地方政府のファイナンスは借入が中心で
ある可能性が大きいことを示唆している。

次に、今回の世界的金融危機後の景気パッ
ケージについてより具体的に見てみよう。

３．今次景気パッケージの概要

今回の世界的金融危機への対応としては、中
国政府は2008央頃から次の３つの政策対応を
採用した。即ち、①元高傾向の停止、②金融緩
和、③一連の財政刺激策の採用である（OECD

〔2010〕）。③のうち最大のものは、総額４兆元
の２年間に亘る投資計画であり、それには、数々
のインフラ・プロジェクトが含まれている。こ
うしたインフラ・プロジェクトの実行において
は、第２節においてマクロデータにより確認し

図表３- １．全社会固定資産投資額のGDPに対するシェアの推移

資料：中国国家統計局『中国統計年鑑（2011）』により作成
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図表３- ３．中国の中央・地方政府別都市固定資産投資額の推移

資料： 中国統計局『中国統計年鑑（2011）』により作成
備考： 中国の固定資産投資は、都市固定投資額と農村固定資産投資に大別されているが、ここは都市固定投資

額（全固定資産投資額（2010年）の約86．８％）をベースにして計算したもの。

図表３- ２．全社会固定資本投資額における国有、非国有企業のシェアの推移

資料：中国国家統計局『中国統計年鑑（2011）』により作成
備考：１．外資とは、台湾・香港・マカオ投資と外国投資の合計。
 ２．非国有とは、国有及び外資以外の集団企業、株式会社、有限会社、私営企業、個人経営等の投資の

合計。
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たように、地方政府が大きなウエイトを占めて
いるとみられる。そのファイナンス方法を確認
するために、地方政府の債務残高をみると、
2010年末で10兆7175億元（名目GDP比26.９％）
であり、その内訳を見ると銀行借入が79％とそ
のファイナンスの大宗を占めている19。この点、
OECD〔2010〕でも、「2008年11月〜2009年６
月の間の融資の増加額は７兆元であるが、その
大部分は、地方政府所有のインフラをファイナ
ンスする企業体に融資された」旨指摘している。
地方政府には債券発行や直接借入の禁止など資
金調達面の制約が大きいため、融資平台公司20

に代表される別法人を設立して、銀行借入を中
心に資金を調達することにより公共投資が実施
されている。

４．問題の所在

こうした融資平台公司向け等の公共投資プロ
ジェクトのファイナンスを目的とする貸出が、
国有商業銀行等の主体的な「商業ベース」の融
資判断により行なわれているのであれば、銀行
借入によりファイナンスされていること自体を
問題にする必要はない。しかしながら、前章で
見たように、政府のプロジェクト向け融資につ

図表３- ４．地方政府債務残高及びその前年比の推移

資料：中国国家統計局『中国統計年鑑（2011）』、国家審計署『地方政府債務監査報告書』（審計署2011年監査結
果第35号）により作成。

備考：①1998−2002年、2003−2007年の増加率は、それぞれの期間の平均増加率である。
 ②1996-2009年の地方政府債務残高は、公表されたものではなく、地方政府債務増加率によって計算した

ものである。

19 そのほか、債券が7.1％、上級政府財政（国から財政資金の借入等）が4.2％。いずれも審計署（2011）による。
20 融資平台公司とは、一般的に地方政府が公共事業等の融資実施等を目的として、保有する事業、土地使用権

や財政資金などで出資して設立した法人である。
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いては、政府との今後の良好な関係等を配慮し
て、商業ベースとは異なる次元で融資の是非が
判断・決定されているのが近年でも引き続き実
情である可能性が大きい21。仮にこうした事情
にあるとすれば、本来分離すべき財政と金融機
能の分離が引続き不十分な状態にあると言わざ
ると得ない22。

前述のように赤字国有企業向けの運転資金確
保のための貸出の問題のウエイトが低下傾向に
あると見られる一方で、こうした公共投資に関
連する商業ベースによらない貸出の問題は近年
ウエイトを高めているように窺われ、今後を展
望してもさらにウエイトを高める可能性も否定
できないところである。

第４章　�金融セクターへの政府の関与
の問題の所在：主にインセン
ティブの観点から

（1）市場経済の最大の利点＝経済主体に対する
インセンティブ

金融部門における市場メカニズムは完全なも
のとは程遠く、規制等の形で国の関与が必要で
あることは、今回の世界的金融危機の経験を踏
まえる以前から自明のことであった。その一方
で、ソ連等の計画経済の行き詰まりを踏まえる
と、市場メカニズムの長所を生かすことは経済
運営において不可欠である。計画経済との対比
において、市場経済の最大の利点は経済主体が
効率的な生産等を行なうように有効なインセン
ティブを与える点であろう。中国の1978年以降
の経済改革においても、農業部門等の効率化に
インセンティブの効果が好影響を及ぼしたとの

指摘が少なくない23。
この点銀行セクターに関しては、先行する各

章において、市場化に向けて累次の改革が実施
されている（ないしは打ち出されている）もの
の、国有商業銀行を中心に、銀行の融資の決定
プロセスには、（望ましくないと思われる）政
府の直接的ないしは間接的な関与が引き続き色
濃く残っている点を指摘した。そうした中で、
銀行セクターの改革に関し、効率化に向けての
インセンティブという市場メカニズムの最大の
利点は生かされているといえるのであろうか。
そうした観点を中心に以下検討していく。

（2）今次世界的金融危機に見る市場のインセン
ティブの限界

今回のサブプライムローン問題を契機とする
世界的金融危機の重要な背景の一つとして、過
度なリスクテイクによる利益追求をインセン
ティブ付けてしまっている現状の仕組みにおけ
る問題点が指摘されている24。こうした過度な
リスクテイクによる利益追求を動機付ける仕組
み・制度は修正の必要があるのは言うまでもな
いが、その一方で、これが市場の効率化に向け
てのインセンティブ付け自体を否定するもので
はない。中国の場合、過度なリスクテイクを動
機付けるような制度は少なくともこれまでのと
ころ存在せず、むしろ市場メカニズム本来の機
能としてのインセンティブの活用が不十分な状
況のあるように見える。

（3）市場の動機付けのメカニズム
銀行セクターについて検討する場合、そうし

た市場のインセンティブのメカニズムとして
は、①効率化に向けてのインセンティブと、②
適切なリスク管理に向けてのインセンティブの

21 因みに、中国人民銀行、中国銀行業監督委員会は、2009年３月、公共投資プロジェクトや国家重点産業を金
融面からサポートするように金融機関に対して指示している（中国人民銀行、中国銀行業監督委員会〔2009〕）

22 IMF〔2011〕でも、国が銀行システムに直接的・間接的に影響力を有していることは、財政政策の実行にお
いて銀行システムが重要な役割を果たしていることに典型的に現われている旨指摘。

23 農業部門においては請負制の導入が生産拡大の有効なインセンティブとなったと言われている。詳しくは例
えば、林〔2000〕参照。

24 例えば、Rajan〔2005〕参照。
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２つの視点が重要であろう25。市場経済におい
て、こうしたことを動機付けるメカニズムが働
く背景は、それらを適切に行なわないことによ
り融資が回収不能となり大幅な赤字が発生する

（事態が深刻な場合は倒産に至る）ことは、ま
さに経営者の経営の失敗であり、その結果の責
任は当然に経営者が負い（＝自己責任）、その
地位・名声・財産等を失うような状態に追い込
まれるという事情がある。

わが国の1990年代のバブル崩壊後の大量の
不良債権問題発生の重要な背景の一つは「適者
生存の原則」の不徹底に伴うモラルハザードの
発生と言えよう。わが国の場合、バブル崩壊以
前は護送船団方式という政府の関与の大きい金
融システムであった。そこでは、最も効率性の
低い金融機関も生き残ることが可能であるよう
な競争制限的な金融行政が行なわれ、原則とし
て金融機関の倒産がなかったこともあって、リ
スクテイクが過大となるというモラルハザード
が発生し易かったと見られる。これはまさに活
用すべきインセンティブ付けの機能を生かすこ
とに失敗した（望ましくない）政府の関与の例
である。

さらにやや広い意味では、上記の効率化等へ
の動機付けの働く背景としてコーポレート・ガ
バナンスの機能をあげることができよう。即ち、
効率性の向上は株主の利益に合致するものであ
り、株主の利益を実現すべく経営者を動機付け
る機能であるコーポレート・ガバナンスの機能
を活用するという視点である26。

例えば、近年中国銀行セクターの改革の中心

は、海外資本の導入、株式上場とIPOであり、
これらは事実上資本構成のうち私有部分を導入
する形となってきている。コーポレート・ガバ
ナンスの視点の一例は、こうした形での市場機
能の活用により、株主の利益重視への視点を強
化し、効率性を向上させようというものである。

（4）中国の金融セクターにおける政府の関与と
インセンティブ問題

まず中国のこれまでの改革の経緯と政府の関
与の実情を踏まえつつ理念的に検討してみる。

1984年の段階で中国人民銀行から商業銀行
機能がすべて４大国有商業銀行に移管された。
その後、1994年には、国有商業銀行の政策融資
部分を移管すべく３つの政策性銀行が新たに設
立された。しかしながら政策関連融資の移管は
掛け声倒れのものであった。さらに、1995年に
は商業銀行法が成立。中国における商業銀行の
業務についての法的なフレームワークが規定さ
れ、銀行業務やリスク管理、財務的な成果につ
いての自己責任が明確化されるなど、外形的に
は大きな前進が図られた。しかしこれらも必ず
しも内実を伴うものではなかったようにみえ
る。2003年には中国銀行規制委員会が設立さ
れ、概ね欧米と同様の融資基準が策定された。
しかしながら実態的には、前述の通り、大手国
有企業向けや公共投資プロジェクト向けの政府
が優先すると想定される融資については、必ず
しも公式的な融資基準が適用されずに商業ベー
スとは異なる基準で優先的に実行されてきたと
みられる。

仮にこうした実態であるとすると、国有商業

25 リスク管理に向けてのインセンティブ付けは、効率化に向けてのそれに含まれると整理することも可能であ
るが、ここではその重要性から敢えて分離して検討する。

26 標準的な議論では、市場の機能として資源の効率的使用をインセンティブ付けするためには、私的所有が確
立していることが前提となるとされる。企業経営の効率性を検討する場合は、資本家＝経営者であった古典
的な時代は私有の議論が概ね当てはまる。もっとも、所有と経営が分離した現代的な企業の場合は、所有者
が直接的に企業をコントロールできないので事態はやや込み入ってくる。標準的な企業金融の理論では、経
営者を資金の提供者の利益を実現するようにインセンティブ付ける方法を明らかにしていく。そうしたイン
センティブを有効に機能させることがコーポレート・ガバナンスの機能と位置付けられる。詳しくは、
Tirole〔2006〕参照。
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銀行がそうした融資を商業ベースで慎重に判断
する、すなわち、融資実行の可否を判断する際
に、プロジェクトの収益性とリスクを慎重に審
査して、回収不能のリスク等を踏まえて担保を
設定し、適切なプライシングを行なうことは期
待し得ない。明示的にせよ暗黙裡にせよ、政府
の指示・意向に沿って行なわれる融資は、その
結果について貸手銀行が自己責任を負うという
ことは考えにくく、その場合、慎重な審査を行
なうというインセンティブ（＝市場メカニズム
の重要な部分）は機能し得ないからである。こ
れまで政策関連融資のウエイトがかなり大きい
状況が続いてきたことは、銀行の融資全般につ
いても、融資審査のためのスキル・エキスパタ
イズの蓄積が十分に行なわれて来なかった可能
性が大きいことを示唆している。こうした審査
能力が不十分であるとすれば、①銀行セクター
の本来の機能である適切な融資判断を通じる資
金の効率的な配分27と②徹底したリスク管理に
基づく資産内容の劣化の防止の両者に関し市場
メカニズム本来の機能が十分発揮されていない
ことを意味する。

国の銀行セクターへの関与に伴うもう一つの
問題は、銀行への実質的な政府保証供与に伴う
モラルハザード問題である。国有商業銀行の場
合、国の出資比率が過半を占めている状況にあ
るので、仮に国有商業銀行の資産内容が大幅に
悪化して、こうした不良債権を処理した場合に
は債務超過になりかねないといった事態に立ち
至っても、預金者ないし債権者は必ずや国が救
済するだろうと予想して行動するのが自然であ
ろう。その場合、預金者は国有商業銀行をモニ

ターするインセンティブを持たない。銀行の債
権者も本来の与信時の審査を行なうよう動機付
けられない。さらには国有商業銀行自体も、効
率化への緊張感を持ち得ないといった各般のモ
ラルハザードが発生する可能性が少なくない。

次にこうしたインセンティブの視点を明示的
に含む中国の金融システムについての実証分析
の事例を見てみよう。こうした事例は必ずしも
多くはない模様であるが、資本構成とそれを反
映した効率化等に向けてのインセンティブと実
際の効率性を関係付けた分析例28とか、海外株
主の受入れのガバナンスへの影響の分析が興味
深い。その結果を概観すると次の通りである。

第１に、国有商業銀行の効率性が劣位にある
一方で、株式制商業銀行は相対的に効率性が高
いという結果が各分析に概ね共通する点であ
る29。これには資本構成の相違に伴うコーポ
レート・ガバナンスの優劣が影響している可能
性が大きい。即ち、国有商業銀行の所有者であ
る国は一般に国有商業銀行を余り熱心にはモニ
ターしないように見える。またその預金者も金
融危機の際には政府が救済してくれると想定し
ているので、やはりモニターしていない。それ
故、国有商業銀行にはこうした面からの効率化
に努めるインセンティブが有効に働いていな
い。一方、株式制商業銀行の場合は、預金取り
付けの発生する惧れがあること等を背景に、複
数の株主や預金者への説明義務があるため、効
率性向上や慎重なリスク管理実施へのインセン
ティブが相対的に強く働く30。その結果実際の
効率性も国有商業銀行が相対的に劣ることとな
る。

27 中国では中小企業部門へのファイナンスが十分機能していないとの指摘がある。その背景の一つには、こう
した事情から中小企業の審査能力の蓄積が不十分であることが挙げられよう。

28 資本構成のガバナンス面への影響については、寺尾〔2008〕はわが国の上場企業に関し、海外株主は能動的
にモニタリングを行なうこと等から、その持株シェアの上昇は効率性の向上を齎すことをパネルデータの実
証分析により示した。

29 こうした分析結果については、Berger, Hasan and Zhou〔2009〕、 Wu and Chen〔2010〕、García-Herrero他
〔2009〕、Luo and Yao〔2010〕等参照。

30 Jia〔2009〕参照。
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第２に、第１章の銀行セクター改革の最近の
時期区分においてみられた海外投資家からの出
資受け入れ、株式市場への上場、IPOといった
対応は、言わばコーポレート・ガバナンスの改
善を通じて効率性向上をもたらす。海外株主の
受入れ等が効率性向上に繋がるメカニズムは次
の通りである31。即ち、海外株主となった金融
機関等は、実際にボードメンバーを送り込み経
営に参画する中で、企業文化やリスク管理、企
業のガバナンスを改善する実際の力となる。同
時に、他の経営幹部に対し株主利益を強く意識
すること等を教宣していく側面もある。こうし
たメカニズムを通じて効率化の向上がもたらさ
れると考えられる。また、IPOは、経営者に財
務データの透明性、正確性を高めることの必要
性や企業価値最大化に向けての市場の圧力を理
解させる効果を通じて効率性向上をもたらす可
能性が少なくない。

これまでの海外勢による資本参加と株式上場
は、言わば国が国有商業銀行のコントロールを
確保したままで私有化を進めることにより、主
にコーポレート・ガバナンスの面から、市場の
効率化向上に向けたインセンティブを利用する
方策であると見ることができよう。

これらの結果は、①依然ウエイトの大きい国
有商業銀行においてはインセンティブが必ずし
も有効に機能していない、②ウエイトは小さい
が、株式制商業銀行等ではそうした機能が相対
的に強く作用している、③海外投資家の資本参
加、株式の上場等を通じる私有化の拡大が効率
性の向上に繋がる蓋然性がかなり高いことを示
唆している。

第５章　対応策

（1）改革の評価
先行研究における中国の金融セクター改革に

関する実証的ないしは定性的な分析の結果をみ
ると、累次の改革が金融機関の効率化に結実し
ているかどうかという点について、肯定的なも
のと否定的なものが混在している（mixed）の
が実情であろう。

但し、改革の歴史の第４区分に概ね該当する
改革加速後のデータで見ると、分析結果は引き
続き混在状態であることは否定できないが、肯
定的な実証分析結果がやや増えているようにみ
える。例えば、前節の海外投資家の資本参加、
IPO等を通じる私的所有の拡大の効率性向上の
効果にかかる実証分析はまさにそうした事例で
ある。さらに、「４大国有商業銀行の省別の預
金・貸金データによるパネル分析について計測
期間を長め（1991−2005年）とした場合には、
４大銀行による資金再配分は各地域の成長と無
関係であった。しかし、中国が市場指向型の改
革を加速したことを反映して、比較的最近

（2001−2005年）を計測期間とすると、両者の
間に正の関係を見出すことができる」との分析
結果もみられた32。

こうした最近の実証分析結果も踏まえると、
金融面の改革が一定の前進をもたらしているこ
とは評価できよう。それでは、国有商業銀行の
国有シェアが過半を越えたままでも、改革の効
果が観察されるので、現在のような程度の政府
の関与が続くことには問題ないと言えるであろ
うか。

ここでは、国全体の資金仲介の圧倒的なウエ
イトを銀行セクターが占めていること33に加

31 以下はBerger, Hasan and Zhou〔2009〕による。同論文では、海外勢の資本参加について、そうした所有形
態を当時既に導入していてデータの存在したBig４以外の国有商業銀行及び国内私有銀行を対象に実証的に
分析（分析期間：1994−2003）したところ、少数にせよ海外資本参加は明確に効率性を向上させることを確
認している。

32 Chang， Jia and Wang〔2010〕参照。
33 第１章　図表１-１、１-２参照。
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え、これまでの改革の効果が特に不十分とも見
られる国有商業銀行のシェアが依然かなり大き
いこと34を踏まえる必要がある。やはり国有商
業銀行の融資決定への政府の関与が大きいこと
から、国有商業銀行を中心に、①銀行セクター
による資金の配分が効率的に行なわれていない
可能性が大きいことと、②リスク管理を徹底す
るインセンティブが十分有効に働いていないと
みられる状況は、やはり看過できないところで
ある。

直ちに問題が表面化する恐れが大きいと断言
はできないが、やや長い目で見ると、中国の人
口は早晩減少に転じるとみておく必要がある35。
その場合、現在のわが国の場合同様、経済成長
面へのかなり大きなマイナスの影響が及ぶ可能
性が大きい。現状の単純な延長でなく将来を展
望した場合、むしろ将来の大きな環境変化に備
える意味でも、以下のような改革を速やかに実
施すべきであろう。

（2）政策関連融資の政策性銀行等への移行
政策関連融資（景気対策を含む）については、

国有商業銀行において行なうことを取り止め、
真に政策的に必要なものは、国債・地方債の発
行によりファイナンスするか、ないしは、政策
性銀行に移管すべきである。国有商業銀行から
政策的な融資を排除し、商業ベースでの融資判
断を徹底させることの意義は、効率的資金配分
の実施、リスク管理の強化を通じる金融システ
ムの安定の両面において極めて大きいと考えら
れる。

（3）国の国有商業銀行への出資比率の引下げ
上記（２）を徹底するためには、国の国有商

業銀行への出資比率を５割未満に止めることが

望ましい。資本構成において、外資を含め私有
部分を着実に拡大し、国有の部分をさらに縮小
していくことが求められる。こうした対応は、
海外株主出資等の私有比率の上昇を反映して
コーポレート・ガバナンスの面から効率性を向
上させるインセンティブの強化が期待できる。
また、銀行への実質的な政府保証供与に伴うモ
ラルハザード問題を回避するためにも、国の出
資比率の５割未満への引下げが望まれる36。

（4）マクロ経済政策の整備
近年ウェイトを高めているとみられる景気対

策のための公共投資拡大のファイナンスについ
ては、財政の実質的なディシプリン維持のため
にも銀行セクターのファイナンスに依存せず
に、国債（ないし地方債）発行ないしは政策性
銀行からの借入によるべきであろう。

この間、今後さらに金融改革を推進していく
とすればそれに伴い窓口指導等量的手段の有効
性は着実に低下していくと見ておくべきであろ
う37。こうした状況下、安定化策としての金融
政策の有効性を担保するため、金利を通じる金
融政策の強化を図ることが喫緊の課題である。

漸進的な自由化・対外開放であっても現実の
海外からの民間資本流入の振れは拡大傾向を示
しているようにも見える（図表５-１参照）。こ
れまでのところ中国の為替管理は有効であると
の見方が少なくないようであるが38、今後さら
なる金融セクター改革の実施を展望すると、敢
えて資本流出入規制自体を大幅に緩和しなくと
も、為替管理の実効性が低下していく事態は想
定しておく必要があろう。その場合、国際金融
のトリレンマ命題が示唆するように、金融政策
の自由度担保のためには、やや長い目で見て変

34 第１章　図表１−３参照。
35 中国国家統計局局長は、2010年の人口調査結果に基づいて、記者インタビュー（2011）において、中国の生

産年齢人口が2013年から緩やかに減少し始め、2020年以降に減少のスピードが速くなると見通している。
36 現在検討中といわれる預金保険制度の導入を合わせて行なうことは、国有商業銀行は政府により保証されて

いるとの期待に伴うモラルハザード抑制の観点からも有意義であろう。
37 福本他〔2010〕参照。
38 Kimbell and Xiao〔2006〕、 Ma and McCauley 〔2007〕参照。
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動相場性を受け入れていく必要性があろう。
こうした改革の具体的な内容・スピードの決

定に際しては、次の２点を踏まえる必要があろ
う。第１に、標準的な市場経済の姿までの距離
は国により異なり、また経済発展は国内改革と
対外開放の平仄をとっていく必要がある。それ
故、その発展段階を踏まえて、着実に歩みを進
め得るような適切な政策を進めることが求めら
れる。

第２に、市場メカニズムの円滑な機能には法
律制度や経済主体の意識と言った点を含む各国
の実情・歴史を踏まえたインフラ整備が前提と
なる。換言すれば、関連するインフラが未整備
の場合に市場メカニズム導入・市場開放を急ぐ
と、かえってマイナス材料となり兼ねない。

こうした諸点を客観的に判断して具体的な改

革の内容・スピードを決定していく職務には、
当事者の市場のメカニズムの理解に加え、当該
国の実情に応じた独自性が求められる。従って、
やはりその国の政府が中心的に関与すべき職務
であると言えよう39。

中国政府がこうした職務を果たす場合の最大
のリスクは、独善に陥ることであろう。これを
回避するための方法の一つは、内外の専門家・
識者等の意見に忌憚なく耳を傾むけることであ
ると思われる。そのための前提として、政策の
内容・効果を外部から検証可能とすべく、政策
全般の透明性を高めることが重要である。この
点に関し、中国の場合特に統計・データの公表
範囲、及びその正確性において向上の余地が大
きいように見受けられる。特に金融セクター関
連では、データの制約が建設的な研究活動の制

図表５- １．中国への民間資本流入

資料：中国国家外貨管理局『中国国際収支報告（1998-2011）』より作成
備考： ①「その他資本フロー」は、「外貨準備増減−経常収支―直接投資」として計算し、「ネット民間資本フ

ロー」は、「直接投資＋その他資本フロー」として計算する。
 ②外貨準備による銀行への資本注入や中国投資会社への出資によって外貨準備の減少は、適正に調整した。

39 こうした問題意識は、大野〔2000〕に依拠している。
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約となっているのが実情ではなかろうか40。内
外の専門家・識者から建設的な提案・批判を期
待するためにも、正確な統計・データの作成・
公表を含む透明性の向上が強く求められよう。
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