恒大集団経営危機は
ブラック・スワンになるか
中国を歩き回る「灰色のサイ」
（不動産バブル）が、
ブラック・スワン（破局）に変身する日は来るか。
さまざまなデータから、恒大グループ経営危機が
中国経済と社会構造の歪みを映すことを読み取り、
「第二のリーマンショック」が起こるかを考察する。

大和総研主席研究員

齋藤尚登

さいとう なおと 一九九八年大和総研入
社。二〇〇三〜一〇年北京駐在、現地エコノ
ミスト・ストラテジストの交流を積極的に行
い、中国経済と株式市場制度について情報
を発信。一五年より主席研究員、経済調査
部担当部長。財務省財務総合政策研究所中
国研究会委員、
金融庁中国金融研究会委員。

国の金融の安全に対する最大の灰色のサイは不動産バブル

かねて、中国の不動産市場をめぐっては多くの問題が指

いわゆる「ブラック・スワン」は事前の予測が困難で、

中国の「灰色のサイ」は不動産バブルであると指摘したの

摘されてきた。主なものは、①地方の財政収入の土地使用

である」としたのである。これまでの金融改革の成果を列

が、中国人民銀行党委員会書記・中国銀行保険監督管理委

権売却収入への依存度が高く、地方政府にとって同売却価

発生した場合に甚大な影響をもたらす事象であり、「グレー

員会主席の郭樹清である。郭はかつて辣腕首相として名を

格は高い方が望ましいこと、②このため、住宅価格は上昇

挙する中でのこの記述には、不動産市場が抱える潜在的な

馳せた朱鎔基を支えた四天王の一人であり、高い改革意識

傾向が強く、居住目的以外の投資・投機目的の住宅所有も

リノ（灰色のサイ）
」は深刻な影響をもたらす可能性が高

を持つとされる。その人物が、
「金融リスクの防止・解消

多いこと、③居住目的の家計にとって、特に大都市圏では

リスクに対する強い警戒感が表れている。

という堅塁攻略戦に断固不動に取り組む」
（中国人民銀行

住宅は高嶺の花となり、過度な住宅ローン負担が消費の抑
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いにもかかわらず、軽視されているリスクを指す。そして

『政策研究』二〇二〇年第二期）と題する論文の中で、
「中
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パー向けの貸出など、金融機関の不動産関連のエクスポー
ジャーが大きく拡大し、仮に住宅価格が暴落したり、長期
に低迷した場合は、不良債権の急増が懸念されることなど
がある（④については、改めて解説する）
。

①と②について、データを遡ることのできる二〇〇五年

七月以降の全国七〇都市新築住宅価格（前年同月比）の推

移を見ると、かつては住宅価格が前年割れとなる局面が

あったが、一五年一二月以降は、上昇が続いていることが
わかる（図１）
。

③に関連して、給与総額と個人住宅ローン残高の推移を

見ると、一五年以降は前者の伸びが抑制される一方で、住

宅ローン残高は急増しており、ローン負担が家計に重くの

しかかっている可能性が高い（図２）
。住宅価格の高騰に

より家賃負担も増大していよう。中国国家統計局のデータ

をもとに計算すると、例えば、北京市で九〇㎡の平均的な

住宅を購入する場合の家計年収倍率は二〇年で一八・一年

分、上海市では一四・六年分に達し、まさに高嶺の花とい

うしかない（全国平均では七・一年分）
。ちなみに、九〇㎡

というと広めと感じる向きもあろうが、中国は共有面積を

含む表示であり、日本でいえば七〇㎡を少し超える広さで
ある。

住宅コストの負担増が出生率低下につながる

重い住宅ローン負担など住宅コストの増加は、出生率低

下の大きな要因にもなっている。今年五月一一日に、一〇
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制要因となっていること、④住宅ローンに加え、デベロッ

図 1 全国70 都市新築住宅価格の推移 （前年同月比、単位：%)
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住宅コストの抑制については、今年七月に住宅・都市農

トが少子化を助長する二大経済コストであり、その低減が

生率は一九九二年に人口置換水準（人口が減りもしなけれ

村建設部、国家発展改革委員会、公安部など八部門が「不

年ぶりに実施された国勢調査である第七回人口センサスの

ば増えもしない水準）である二・一を下回り、その後も低

動産市場秩序の継続的な整理・規範化に関する通知」を発

喫緊の課題となっているのである。

下を続け、二〇一〇年は一・六、そして二〇年には一・三に

出するなど、国務院はさまざまな政策を打ち出している。

概要が発表された。中国政府によると、中国の合計特殊出

低下した。厚生労働省が今年六月四日に発表した二〇年の

ドラインを設けて借入を規制する、③商業銀行の不動産融

具体的には、①不動産市場のコントロールに不備がある都

なぜ中国の合計特殊出生率はこれほどまで低下したの

資規制を厳格に実施する、④借入目的に反して不動産購入

日本の合計特殊出生率は一・三四であり、中国はこれより

か？ 長期にわたり維持された一人っ子政策は一五年末に

に流用することなどを厳しく調査・処分する、⑤一部都市

市、価格が過度に上昇した都市については、地方政府の責

撤廃され、それ以降は二人っ子政策が導入された（今年五

では土地使用権価格・住宅価格のコントロール（価格の上

も低い。これが党中央・国務院に大きな衝撃を与えたこと

月以降は三人目を容認）
。それにもかかわらず出生率の低

限設定など）を実施する、などであった。基本的にはかね

任を厳しく問う、
②不動産企業について、
負債率などのレッ

下が続くのはなぜか。国家統計局が一九年に実施したアン

て実施されている政策であるが、当局による政策実現の本

は想像に難くない。

ケート調査「全国人口・家庭動態監測統計調査」
（対外非

気度はとても高まっている。

②子どもの面倒を見る人がいない（五一・三％）
、③女性の

機関の不動産関連のエクスポージャーが大きく拡大した問

住宅ローンに加え、デベロッパー向けの貸出など、金融

「中国版総量規制」が導入される

公開）の結果を国家衛生健康委員会が引用したところによ
ると、二人っ子政策導入後もあえて第二子を望まない理

産休・育休後の給与等の待遇低下（三四・三％）などが上

題については、中国版総量規制が導入された。

由（複数回答）としては、
①経済負担が重い（七五・一％）
、

位となっている。①について、高い住宅コストと教育コス
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レ ッ ド ラ イ ン 」を 設

にかかわる「 三つの

業者に対して、負債

設部は、不動産開発

と住宅・都市農村建

に、 中 国 人 民 銀 行

二〇二〇年八月

同一二・五％（うち個人住宅ローンは七・五％）とされた。

パー向け貸出）
、最も同比率が低く設定された農村銀行は

四〇％（うち個人住宅ローンは三二・五％、
残りはデベロッ

の不動産貸出残高が貸出残高全体に占める割合は最大で

よると、銀行は資産規模等によって五分類され、大型銀行

貸出を抑制するとした（今年一月一日に発効）
。同通知に

の構築に関する通知」を発出し、銀行による過度な不動産

二〇年一二月三一日に「銀行の不動産貸出集中度管理制度

七 〇 ％ 以 上、 ② 純

資産×一〇〇）が

手不動産開発業者である中国恒大集団（チャイナ・エバー

負債の圧縮を余儀なくされた。なかでも、中国第二位の大

こうした中で、過重債務問題を抱えるデベロッパーは、

恒大グループが経営危機に陥る過程

け た。 こ こ で は、 ①
前受金控除後の総負

負 債 資 本 比 率（ 有

グランデ・グループ。以下、恒大）が経営危機に陥ったこ

債比率（ 総負債÷総

利子負債から現預金を控除したもの÷資本×一〇〇）が

とは、その経営トップの放漫経営ぶりや負債規模の大きさ

（注）3 つのレッドラインでは、
①前受金控除後の総負債比率（総負債
÷ 総資産 ×100）が 70％以上、
②純負債資本比率
（有利子負債から現預
金を控除したもの ÷ 資本 ×100）
が100％以上、
③現金短期負債比率（現
預金 ÷ 短期負債 ×100）が 100％以下、であることを問題視している
（出所）各種報道より大和総研作成

一〇〇％以上、③現金短期負債比率（現預金÷短期負債×

大

ゆえに注目された。

レッドライン抵触数

一〇〇）が一〇〇％以下、であることを問題視し、これら

不動産開発業者の負債関連の
3 つのレッドライン抵触状況と融資規制

開始した。三つとも抵触した高リスク企業は「赤」に分類

基準に抵触した数と融資管理とを結び付ける厳格な規制を

あり、当初は低価格の小型マンションの開発を足がかりに

恒大は一九九六年に従業員数人で創業された民営企業で

二〇二〇年には売上高五〇七〇億元（約八兆円）
、従業員

なった。
経営トップの許家印氏の強いリーダーシップの下、

急成長し、やがて全国各地で不動産開発を手がけるように

次に、中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会は

された（図３）
。

され、以後は新たに有利子負債を増やすことはできないと

図3
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のであり、その原資が過大な負債であったことなどが問題

後発ぶりである。要は多角化と称する放漫経営が行われた

工事が中断し、電気自動車は二二年に生産開始予定という

けるようになった。しかし、巨大スタジアムは建設途中で

ＦＣ（旧広州恒大）の運営や電気自動車の開発なども手が

つつ、海外の有力選手も所属したプロサッカークラブ広州

な投資による多角化であり、同社は不動産開発を主力とし

は二〇万人を数える大企業となった。経営の特徴は積極的

が高い。

の債務不履行（デフォルト）の発生は避けられない可能性

き継ぐことが想定されよう。その過程で、貸し倒れや社債

に事業を継続させるか、経営破綻しても他社が同事業を引

大きい。このため、大胆なリストラを実施した上で、恒大

事業が完全にストップすると社会不安などの面でも弊害は

だし、予約販売によって既に物件を購入済みの人も多く、

て、どうしても救済しなければならない対象ではない。た

からは三〇〇〇億元ほど圧縮された一方で、資金繰りは急

五七一八億元（約九・八兆円）と、二〇年三月末のピーク

どして負債の圧縮を図った。今年六月末の有利子負債は

幅値引きにより現金化を急ぎ、出資先株式を売却するな

増加率は「ゼロ」とされた。このため、恒大は物件の大

し、リスクの高い「赤」に分類され、今年の有利子負債の

恒大は既述の「三つのレッドライン」に三つとも抵触

四兆元、二〇年の純利益は一・九兆元であり、恒大問題で

して、
今年六月末の中国の商業銀行全体の貸倒引当金は五・

綻に陥ってもその全てが焦げ付くわけではない。それに対

と推定される。銀行融資は全体の三割程度であり、経営破

国内外の社債が三割弱程度（社債のうちほぼ七割が海外）

ば、銀行貸出が三割弱、ノンバンクからの貸出が四割強、

負債五七一八億元の内訳は、二〇年のデータを援用すれ

大きく動揺する可能性は低い。恒大の今年六月末の有利子

かといって、この問題によって、中国の金融システムが

速に悪化した。取引先による代金未払いの告発や、銀行に

一部の貸出が不良債権化しても十分に処理が可能である。

視された。

よる同社預金の凍結、工事の中断などが相次ぎ、経営破綻

について、資金繰りの悪化したデベロッパーのデフォルト

巨額の負債を抱える他の不動産開発業者への影響の波及

恒大問題は、今後どのような展開が想定されるのであろ

が相次ぐなど、問題は既に顕在化している。その一方で、

の危機に直面したのである。
うか。
同社は大手であるが民営企業であり、
中国政府にとっ
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健全な経営を行っているデベロッパーに対しては、銀行が

しっかりと融資を行うように金融当局が指示を出すなど、

影響が業界全体に大きく波及しないよう、手立ては講じら
れつつある。

不動産市場の変調で経済は大幅減速へ

このように、恒大問題によって、中国発の金融危機が発

生する可能性はきわめて低い。しかし、不動産市場の変調

によって景気は悪化を余儀なくされている。中国国家統計

局によると、二〇二一年七〜九月の実質ＧＤＰ成長率は前

年同期比四・九％（以下、
変化率は前年同期比、
前年同月比）

となり、一〜三月の一八・三％、四〜六月の七・九％から低

下した。産業別には、
不動産業
（▲一・六％）
と建設業
（▲一・

八％）がマイナスに転じて、
景気の足を引っ張った（図４）
。

不動産関連データを確認すると、今年四月以降前年割れ

が続いていた住宅新規着工面積は九月も一四・三％減とマ

イナスが続き、
住宅販売金額は七月に前年割れとなった後、

九月は一六・九％減となった。デベロッパーの開発意欲と、

消費者の購入意欲はともに減退しており、不動産市場は明
らかに変調をきたしている。

不動産業は二〇年のＧＤＰの七・三％、建設業は同七・
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だ。インパクトは小さくない。

成長では中国の成長率を一・四％ポイント押し下げる計算

二％を占める重要産業である。それぞれ一〇％のマイナス

ければ価格暴落の可能性があるということだ。住宅は家計

一一・六％減少するとしている。供給調整がうまくいかな

は二〇〜二五年に二四・三％減少し、二五〜三〇年には

と企業が投資目的で保有しており、価格急落となれば負債

的を絞ると、銀行の担保割れを引き起こすような住宅価格

中国経済は本当に大丈夫なのだろうか。金融危機回避に

少して、地方政府の財政難が深刻化することで、インフラ

う。地方政府は主要な歳入である土地使用権売却収入が減

行も不良債権の増大により貸出余力が低下することになろ

圧縮を目的に、家計は消費を、企業は投資を抑制する。銀

の暴落回避が、ソフトランディングの鍵を握るだろう。
開発は別の会社が引き継ぎ、住宅を購入者に渡すことが、

する需要と供給をともに抑制することで、価格のソフトラ

この点で、既述した二つの中国版総量規制は、住宅に対

などへの投資余力が低下することになる。

影響の最小化には不可欠である。今年九月二七日の中国

ンディングを目指す意図がある。これまで、中国政府は可

短期的には、恒大のようなデベロッパーが倒産しても、

人民銀行金融政策委員会は、
「不動産市場の健全な発展と、

処分所得の伸び率を基準として、住宅価格の上昇率がそれ

価格を抑制してきた。
今後は所得伸び率を上限とするなど、

住宅購入者らの合法的な権利を守る」とした。購入者の権
中長期的には、これまでの住宅価格は下がらない（正確

そのレンジを下げるつもりなのだろうか。それをどのよう

を上回ると、購入制限などの需要引き締め策を打ち出して

には下がりにくい）という「神話」を否定したニューノー

にして安定的かつ長期的に維持するのか。ソフトランディ

利保護には高い優先順位が与えられよう。

マルへのソフトランディングが肝要だ。今後、中国の住

ングは相当なナローパスであることは間違いない。住宅価
する必要があろう。●

格の動向については、これまで以上に緊張感をもって注視

宅実需は減少する。国連の “ World Population Prospects
”によると、中国最大の実需層を形成する三〇〜三四
2019
歳人口は一五〜二〇年にかけて五年間で二七・八％増加
して、住宅需要を支えた。しかし、同推計はこの人口層
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