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金融市場に
「ニューノーマル」は来るか
なかなか下がらない金利

津上

俊哉

津上工作室
代表

昨2014年の中国マクロ経済のキーワードは「ニュー

上げたように、投資・負債頼みの成長がいよいよ限界

ノーマル（新常態）
」だった。経済成長は減速を続け、

に来て、
「これ以上続けるのは危険だ」と判断したか

特に第３四半期の落ち込みは急激だった。これまでな

らだというのが私の観察である。
「ニューノーマル」の

ら、政府が固定資産投資のアクセルを踏んで然るべき

音頭を習主席自らとったのは、
「中国夢」の公約達成

局面だったが、あまりアクセルを踏まなかった。そう

が微妙になっても構わないという判断は、ほかの誰に

すると、景気はさらに減速する。

もできないからだ、というのはうがちすぎた見方だろ

しか

今年の経済運営方針を討議する12月の「経済工作

うか。

会議」では、成長率目標も「７％前後」まで下げたと

投資と負債の膨張は、すでに十分すぎるほど危険な

いわれる。習近平主席の経済ブレーンに親しい国務院

水準に達している。高水準の投資が続くかたわらで投

発展研究中心の研究者らは、2016年の成長目標をさら

資効率は低下の一途、投資のために借りた負債を返せ

に６%台前半に下げるのが適当だとしている。そのと

るキャッシュを稼げる投資案件は、いよいよ少なく

おりになるかは未知数だが、政権中枢に近いあたりに、

なっているのに、投資のために借りた有利子負債のほ

そういう意向があることはうかがえる。

うはどんどん積み上がっている。BIS統計によれば、
企業と家計の債務合計は昨年６月時点ですでにGDP

バランスシート危機のリスクを意識

の220%を超えており（図表１）
、この上に最低でも中
央政府債務分約25％が乗る。この調子で増えていけ

成長目標をそこまで下げるとすれば、重大な決断で

ば、中国の総債務は遠からず300％に達するだろう。

ある。今や習近平主席の看板になった「中国夢」にも

経済のパイより速く負債が膨張を続ければ、しまい

組み込まれている「2020年にGDPと国民一人当たり平

にはバランスシート危機が 起きる。昨年始まった

均収入を2010年対比で２倍にする」公約の達成が微

「ニューノーマル」はこれを回避するための行動であ
り、これによって、中国でも「ポストバブル期」の経

妙になるからだ。
なぜ、そんな方向を目指すのか。本欄で何度も取り
図表１

金融政策は緩和傾向が明確に

中国の企業・家計債務の推移
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済運営の幕が明けたとみるのが適切である。

政策の重点を債務危機回避に置くのであれば、今は
まだまだ高すぎる金利を引き下げて、企業のデレバ
レッジ（債務圧縮）を助ける（少なくとも債務の「雪
だるま化」を防ぐ）ことが必要だ。
これまで中国では、
「金融緩和は景気を刺激するた
めの措置」と相場が決まっていたが、これからの金融
緩和は違う。金融緩和で不動産投資が刺激されたりし
たら、何のために金融を緩和したのかわからなくなっ
てしまうからだ。その意味では、経済から「バブル気
分」が抜けることがこれから金融を緩和していく前提
条件になる。
人民銀行も、昨年半ばまでは不動産投機を刺激する

■岐路に立つ中国
のを恐れて金融緩和に消極的だったが、10

図表２

月を境に、まず「特定銀行向け」に流動性
供給を繰り返す「隠れ金融緩和」を活発化
金利／年収益率

し、11月下旬には意表をついた利下げも
行った。恐らく不動産投資が調整期入りし
たこと、地方政府のインフラ投資にも歯止
めがかかった結果、
「利下げの環境が整っ
た」と見計らって、踏み切ったのだろう。
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ンク市場レート）も10月以降のいっときこ

準備金比率下げ
（2 月 5 日）
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（国債の利回り）も短期金利（インターバ

「隠れ金融緩和」 利下げ
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（11 月 21 日）
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出所：中証指数公司

そ下げ足を強めたが、利下げが行われた11

株式投機活発化の誤算

月下旬以降は下げ渋り気味、短期金利はか
はんとう

えって反騰してしまっている（図表２）
。

金利低下が思わしくないもうひとつの原因は、
「利下

資金流出の活発化も

げの環境は整った」はずだったのに、個人を中心とし
た投機マネーが今度は株式市場に向かう誤算が起きた

金利が思うように下がらないひとつの原因は、国際

ことだ。上海総合指数は実体経済面の裏づけがないの

的な資本流動にある。昨年後半以降、米ドルが独歩高

に、 ２カ月で３割も上昇してしまった。しかも信用取

を続けるなかで、中国企業もドルロング・ポジション

引が横行して、資金需要が拡大している。昨年末に短

に傾いている（外貨を余計に持とうとする）ために、

期金利が大幅上昇したのは季節性の資金逼迫だとみら

これまで金融市場に流動性を供給する重要なルート

れるが、それを除いても上昇気味なのは、この株式

だった「外 為占款 」 は、大幅に縮小している（図表

ブームにも大きな原因がある。証券当局は信用取引顧

３）
。この結果、昨年11月から人民元レートも元安気味、

客に対して不適切な与信を行っていた証券会社を処罰

資金も海外に流出気味になっている。

して、この時宜にかなわない信用膨張の抑圧に乗り出

がい か せん かん

注

ひっぱく

した。

注：銀行が為替市場介入や企業からの外貨買い取り（両替）など、外貨買
いに用いた人民元の額を表す指標で、金額の９割以上は通貨当局であ
る人民銀行の取引。

物価沈静化で実質金利は逆に上昇？

人民銀行は２月５日、３年ぶりに預金準備金率を0.5%

「ニューノーマル」は、実体経済面ではそこそこ定着

引き下げたが、これも外為占款の縮小に伴って細った

して、不動産や地方政府がらみの債務膨張に歯止めが

流動性供給を埋め合わせるもので、同様の引き下げが

かかり始めた。金融面では、デレバレッジが経済の大

今年中に何度かあるだろうという見方が支配的だ。

勢になって、金融緩和が素直に金利の低下に反映され
るようになって初めて「ニューノーマル」の定着といえ

図表３

る。しかし、以上みてきたように、そう簡

人民元対ドルレートの推移（2013 年５月～2015 年１月）
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単には「問屋が卸して」くれないようだ。
２月10日発表の物価統計によると、消
人民元対ドルレート
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費者物価は前年同月比わずか0.8％増、生
産者価格のほうは下げ幅がマイナス4.3％
に及んだ。これでは「物価の沈静化」と
いうより「デフレの始まり」であり、
「金
利が下がらない」どころか、実質金利は
逆に上昇していることになる。
中国は金融市場への「ニューノーマル」
定着をさらに急がなくてはならないとい
うことだ。
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