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C H I N A
F I N A N C I A L
O U T L O O K

（億元、％）

2011 2012 2013 2014 2015 2016
17年
3月末

「正常」（正常先） 645,317 719,756 818,231 858,300

「関注」（要注意先） 20,985 28,854 33,524 34,214

不良債権残高 4,279 4,929 5,921 8,426 12,744 15,123 15,795

「次級」（破綻懸念先） 1,725 2,176 2,538 4,031 5,923 6,091 6,402

「可疑」（実質破綻先） 1,884 2,122 2,574 3,403 5,283 6,640 6,963

「損失」（破綻先） 670 630 809 992 1,539 2,391 2,430

不良債権比率 1 0.95 1 1.25 1.67 1.74 1.74

「次級」（破綻懸念先） 0.4 0.42 0.43 0.60 0.78 0.70 0.70 

「可疑」（実質破綻先） 0.4 0.41 0.43 0.50 0.69 0.77 0.77

「損失」（破綻先） 0.2 0.12 0.14 0.15 0.20 0.28 0.27

貸倒引当金 11,898 14,564 16,740 19,552 23,089 26,676 28,236

不良債権カバー率 278.1 295.5 282.7 232.1 181.2 176.4 178.8

出所）中国銀行業監督管理委員会資料を基に作成

表1 商業銀行の不良債権の動向

中国における金融リスク防止の本格化
神宮  健 金融リスク防止は中国における2017年のマクロ経済政策の柱で

ある。足元では不良債権が増加し、シャドーバンキングも複雑化し
ている。一方、地方政府債務の問題も依然くすぶっている。そうし
た中で、金融リスク防止に向けた動きが本格化している。

次に、銀行のオフバランス（簿外）
におけるリスクがある。中国のシャ
ドーバンキングにおいて中心的役割
を果たす銀行のオフバランス取引
は、2010年頃は、融資規制・自己
資本比率規制を回避するための、信
託会社や証券会社を介する比較的単
純な迂回融資であった。

しかし、最近では利回り向上など
を狙って、迂回ルートにPEファンド
やファンドオブファンズ（FOF）な
どが入り、資金の流れが複雑化して
いる。銀行が販売する資産運用商品

（理財商品）の運用資金の一部が間
接的に株式（関連）投資に向かって
いたり、また、迂回ルートを経る間
にレバレッジを効かせたりしている
ことで、リスクが高くなっている注1、2。

現行の金融業態別縦割り規制の下
では、個々の規制当局が業態を跨ぐ
資金の流れの全体像を把握するのは
難しく、リスク資本比率や適格投資
家の規制などが守られているかどう
かも分かり難くなっている。

さらに、地方政府の債務問題も残
っている。ここ数年、地方政府の財
政負担軽減のために導入が進められ
て い るPPP（Public Private Part-
nership：官民協力モデル）では、
建設プロジェクトに資本参加してい
る投資基金などに対して、プロジェ
クト買い戻し・収益保証・分割払い

える。以下では銀監会を中心に最近
の動きを見ることにする。

まず、商業銀行の不良債権残高は、
17年 3 月末で約1.58兆元となり、
近年のボトムである11年 9 月末の
約4100億元から 4 倍近くに増加し
ている。不良債権比率は1.74％と
低いものの、事実上の不良債権が含
まれるといわれる要注意先債権の額
は約3.4兆元、貸出残高の3.77％に
上っており、不良債権の実態は公表
データより悪い（表 1 ）。

今年のマクロ経済政策の重点
である金融リスク防止

2017年前半の中国金融界では、
銀行業監督管理委員会（銀監会）を
はじめとする金融当局による規制の
厳格化が目を引く。

16年12月の中央経済工作会議で
打ち出された、「金融リスクの防止・
コントロールを重要な位置に置き、
金融のシステマチック・リスクを発
生させない」との方針の下で、金融
リスク防止の動きが本格化したとい



113中国における金融リスク防止の本格化

避することを防止する（ 7 号）。こ
れは、銀行が関連企業の機関銀行化
するリスクを防止するためである。

銀監会はこれらの意見などに加
え、規定違反に当たる行為を列挙し
た、より具体的な通知を公表してい
る注5。

一連の意見・通知を受け、銀行は
自己検査を実施し、当局も検査を行
う段階に入った注6。足元では、これ
らの検査の厳格化を受けて、一部の
銀行業務、特に資産運用商品などの
業務が難しくなっているともいわれ
る。今後は規制強化の景気へのマイ
ナスの影響もにらみながら、リスク
防止に向けた動きが進められよう。

注

1 「銀行のオフバランス取引リスクの
把握に向かう中国」（『金融ITフォー
カス』2017年 1 月号）

2 最終的な借り手と、銀行の資産運用
商品を買う最終投資家の間に、多く
の資産運用商品が介在する場合があ
る。資産運用商品の運用先が資産運
用商品となっており、これが多層的
に続く。その過程でレバレッジ率が
高くなる場合もある

3 「中国の積極財政への依存と注意点」
（『金融ITフォーカス』2017年 5 月号）

4 注2参照
5 銀監会〔2017〕46号文、53号文な

ど
6 たとえば 6 号では、各銀行は2017

年 7 月20日と18年 1 月20日までに
それぞれ上期と通年について銀監局
に報告し、各銀監局は17年 7 月31
日と18年 1 月31日までに銀監会に
報告することになっている

『金融ITフォーカス』2017年 7 月号
より転載

神宮  健（じんぐうたけし）
NRI北京金融システム研究部長

（政府予算から支出）などを承諾す
ることで、事実上の地方政府の債務
が生じている場合がある。結局、不
透明さが問題となった以前の地方政
府の融資平台（資金調達プラットフ
ォーム会社）に似た状況が一部で生
じている注3。

意見・通知などを連続的に発
表した銀監会

こうした中で銀監会は、 4 月に
入り意見・通知を連続的に発表し、
リスク防止を強化している。具体的
には、「銀行業の実体経済への貢献
の質と効率の引上げに関する指導意
見」（ 7 日、銀監発〔2017〕 4 号、
以下 4 号）、「銀行業のリスク防止・
コントロールに関する指導意見」

（ 7 日、同 6 号）、「監督管理の弱点
の適切な補充と監督管理の効率の引
き上げに関する通知」（10日、同 7
号）である。

これらの内容は多岐にわたるが、
ここでは前節で挙げた問題点に沿っ
て、ポイントを説明する。

第一に、不良債権のリスク防止に
関しては、要注意先債権の比率や伸
びが高い銀行、またオフバランス資
産の伸びが高い銀行に重点を置く。
資産のリスク分類が正しくなかった
り、不良債権を隠したり「飛ばし」
たりするなどの行為を是正する。新
規貸出については、ゾンビ企業への
貸出を防ぐことなどでリスクをコン
トロールする一方、既存の不良債権
は各種手段（債務リストラ、転売な
ど）により処理する（ 6 号）。この
ように新規貸出と既存貸出に対して
は、別の対応が取られている。

第二に、資産運用商品に対するリ
スク管理・コントロールが強化され
る。資産運用商品は商品ごとに管理

し、また、自己勘定と顧客勘定を分
離しなければならない。ロールオー
バー発行・資金プーリング・期間ミ
スマッチなどの行為も行ってはなら
ない（ 6 号）。要するにドンブリ勘
定の禁止が再確認されたということ
である。

業態・市場をまたぐ金融業務につ
いては、資産運用商品への他の資産
運用商品の組み込みを減らし注4、

（迂回融資などにおける）商品チェ
ーンを短縮する原則の下で、資産運
用商品間の資金の流れ全体をモニタ
ーし、また、原資産の情報を全面的
に把握する（いわゆるルックスル
ー）。さらに、資産運用商品の表面
的な形式よりもその実態によってリ
スクを管理することで、リスク資本
などの計算における規制逃れを防止
する（ 4 号）。こうした措置のため
に必要とされるデータ・登記につい
ては、「銀行業理財登記託管中心」「銀
行業信貸資産登記流転中心」「中国
信託登記公司」が利用される（ 4 号）。

投資家保護の点では、投資家のリ
スク許容度によるクラス別管理を実
行しなければならない。たとえば、
富裕層の顧客・プライベートバンキ
ング・機関投資家向けの資産運用商
品だけが国内株式での運用ができる
といった点が確認された（ 6 号）。

第三に、地方政府債務について、
プロジェクトの建設基金・PPP・政
府のサービス購入などの新方法を利
用した違法な政府債務を発生させて
はならないとした（ 6 号）。

なお、銀行の株主に関してもリス
ク防止が強化される。実際の支配者・
最終的な受益所有権者を識別し、そ
の資質を審査する。また、銀行株式
の代理保有や関係者による株式保有
といった方式で株主の資格審査を回


