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90 年代における中国の国有企業改革の実践過程では、国有銀行がかなりのコスト負担を引き受け
ていた。主要銀行が株式を上場し、市場によるチェックを受けるようになった現在、銀行が国有企業
の救済に関与するためには責任の所在が明確でなければならない。今次五カ年計画では、
「金融が実
体経済に貢献する」ことが強く求められているが、政府、企業、銀行が市場メカニズム活用と金融リ
スク管理の視点を共有することが重要である。

上海の金融機関ビル群

国有企業改革と銀行システムの変遷
－リスク管理の視点がより重要に
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金融改革の原点
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部だけでなく、 代半ばの研究者や

当該委員会は、関係政府部門の幹

性を検討させた。

員会）を立ち上げ、金融改革の方向

（内閣）は金融制度改革研究小組（委

とを決定した。これを受けて、国務院

商品経済の要素を取り込んでゆくこ

度改革を都市部に拡げ、計画経済に

部からスタートさせた同国の経済制
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経営自主権を与え、自らの判断で責

ルートを発展させる、④金融機関に

する、③多様な信用供与手段や融資

併存する金融システムを徐々に構築

銀行を中心に、多種類の金融機関が

在に行える体制を確立する、②中央

て、①中央銀行が金融市場調節を自

委員会は、金融改革の大目標とし

求めてのことだったと言われている。
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ともに、国内外の専門家との意見交
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人民銀行（中央銀行）の若手スタッ
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中国国有企業改革の実相

任をもって融資を実行し、リスク管

するという経済体制改革の大方針の

銀行一行が存在するだけだった。

案し、それらは党中央の方針として
ていたのではないか。なお、当時若

難しさは、当初の想像を大きく超え

のような機能を適切に拡充していく

業務に特化した。

形で設立され、人民銀行は中央銀行

が再建ないし人民銀行から分離する

行（農業、中国、建設、工商銀行）
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である点に大きな変化はない。最近
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商業銀行の建て直し

用金利と資金調達金利の差）の縮小

と不良債権増（図 ）を受けた貸倒

について、銀行サイドは、国の政策に

AMC への移管を認め、さらに香港

対象に、公的資本注入と不良債権の

資金利鞘については、高度経済成

時的な現象ではないとみられている。

採用したのは、国内よりも厳しい市

改革を促す触媒として海外上場を

金利を引下げ、預金金利を引上げる

を巡る銀行間の競争が激化し、貸出
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その調整過程では銀行が利子減免や

過剰生産能力の問題に直面しており、

頃、 国 有 商 業 銀 行に次

加させてしまう可能性が高い。また、

て、 行は香港と上海に

ぐ資 産 規 模 を 有 する株

地域によって程度は異なるものの、不

中国の今次五カ年計画（ 〜 年）

「金融の実体経済への貢献」と
リスク管理のバランス

は、短時間では変化しないだろう。

ないとの報道もある。こうした状況

収に影響が及んでいる事例が少なく

動産バブルがはじけ、銀行の債権回

式制商業銀行のうち 行
株式を上場させた。

行 ）は順 調

株 式 上 場 後、 主 要 上
場 銀 行（

ここにきて変調の兆しが

見え始めている（図 ）
。

銀行収益伸び悩みの主因
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で、同国政府は 年から 回目の政

策支援に乗り出し、従来の国有商業

たん回復したものの、 、 年後に
は政府支援実施前と大差のない状況

要性を認識した中国政府は、国有商

での株式上場を目指させた。

場のチェックを受けさせることで、国
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図 3 主要上場商業銀行の税引前利益の推移

中国国有企業改革の実相

増強するとともに、競争力の劣る企
移管された不良債権額は相対的に小

拡大した。こうした中で、AMC に

一降一補（
『三去』は、
生産能力、
在庫、

いて、当面、共産党と政府は「三去

めには、「金融が実体経済に貢献す

持続可能な経済成長を実現するた

債権の償却を先延ばししないことや、

業を秩序立った形で市場から撤退さ
さくなった。また、好景気の下では、

過剰債務の削減、
『一降』は生産コス

る」という目標は、経済合理性にか

（トップは習近平・共産党総書記兼

せるといった目標が含まれた。目標
新規ビジネス参入者も多く、国有企

トの引下げ、
『一補』は弱点分野の補

なっていなければならない。そのため

計画中（ 〜 年）には ・ 倍に

達成のためには、金融面からの支援
業の営業権譲渡や機械設備の売却が

強）
」に重点的に取り組むことを確認

には、市場メカニズムを活かすこと

岐にわたる項目の中に、企業活力を

が不可欠であろう。一方、金融制度
容易であったと言われている。さらに、

した。この方針が政策措置として実

が役に立つはずで、民間資本や民営

不良債権証券化の実現に向けた努力

改革の大目標としては、「金融の実体
同時期には住宅政策の大転換（持家

行に移される過程では、商業銀行に

国家主席）は、今年 月の会議にお

経済に貢献する効率を向上させ、ま
奨励）を受けて不動産価格が高騰し、

企業の力を取り込むことも有効であ

るにつれ、高速成長によって蓋をされ

が高速成長から中高速成長に移行す

重点について解説した際、「中国経済

月、五カ年計画中の金融制度改革の

とが掲げられた。

クを効果的に防止し、管理する」こ

力を向上させる」ことや、「金融リス

はない。ただし、上場銀行として市

担削減に協力する余地がないわけで

できている。 従って、企業の債務負

伸びが鈍化したとはいえ利益を計上

分な貸倒引当金を有しているほか、

主要商業銀行は、目下のところ十

うな「幸運」はあまり期待できない。

という状況もあった。今後はそのよ

成長が期待できない企業からの融資

けて実行すること（製品の質が悪く、

連融資は、対象によって条件に差をつ

は、金融機関に対し、①設備投資関

面からの支援方針を公表した。通達

業の過剰生産能力削減に対する金融

名で通達を出し、鉄鋼および石炭産

行、証券、保険の 監督委員会が連

う対処に果敢に取り組んでゆく決意

る認識を共有したうえで、痛みを伴

所在を正確に把握し、リスクに対す

あった。政府、企業、銀行が問題の

にしてしまった、というようなことが

りし、結果として問題をさらに深刻

み、景気回復を期待して対応を先送

おいて、関係者が問題の大きさに怯

すでに今 年

ていた構造矛盾や体制上の問題など

場の目に晒されている以上、債権放

引き上げを含む）
、②企業の過剰債

を鈍らせないことが、極めて重要で

今年の政府経済運営においては、

起こそうとする動きに対し、創業融

や関連企業が新たな有望ビジネスを

適切に応じること、④リストラ人員

企業の吸収合併向けの資金需要にも
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