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3 本のレッドライン 

 

 広東省・深セン市に本社を構える中国不動産大手「恒大集団」の巨額債務に

よるデフォルトリスクが世界の金融市場を騒がせている。この問題の背景には、

習近平政権が掲げる「ともに豊かになる（共同富裕）」の実現のため、取り組み

を進めている不動産関連の規制強化がある。 

 強化された規制の中でも中国の不動産市場に大きなインパクトを与えている

のが、2020 年 8 月から開始された「3 本のレッドライン（三条紅線）」と 2021

年 1月から開始された金融機関への不動産融資に対する総量規制である。 

「3本のレッドライン」とは、中国政府が不動産開発業者を対象に、表 1に記

載している 3 つの指標の達成度合いに応じて、借入金などの有利子負債の年間

増加率を制限する規制である。 

 

では恒大集団やその他の大手不動産開発業者の達成度合いはどのようになっ

ているのだろうか。表 2をご覧いただきたい。 

 

恒大集団は全ての指標をクリア出来ておらず、年間で有利子負債を増加させ

ることが出来ないレッド企業となっている。有利子負債を増加させられないと

いうことは、今後の新規投資や支払いのために金融機関からの借入や社債発行

で追加の資金調達が出来ないことを意味する。よって現在、恒大集団は資金繰

り確保のため、住宅等の不動産を資金化することが急務となっている。 

次に金融機関に対する不動産関連融資の総量規制であるが、表 3 に記載の通
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り、2021年 1月より金融機関の規模によって融資全体に占める不動産関連融資

額の割合に上限が設定されている。 

 
この総量規制を受けて、不動産向け融資比率が高い金融機関は住宅ローンを

含めた不動産向け融資を抑制するようになっている。その結果、住宅販売の成

長率も鈍化している。住宅販売を加速させ、資金化を急ぎたい恒大集団にとっ

ては非常に厳しい状況である。 

 

中国のGDPに占める不動産部門の割合は 2010年には 2.3%であったが、2020

年には 7.3%に達しており、近年の中国の経済成長を支えてきた分野と言える。

一方で、その副作用として国民の経済格差は拡大をしている。「住宅は住むもの

であり、投機の対象ではない」と規制に大きく舵を切った中国政府。痛みを伴

う改革であり、その痛みの大きさはわからない。ただこの 3 つの指標が中国の

不動産開発業者の「デッドライン」であることは明確となっている。 

    （市場国際部 森田） 

執筆時：香港支店 
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教育格差の是正 ～“双減”政策～ 

 

2021年 9月の新学期が始まり、上海在住の知人は小学生 6年生の息子が通う

学校からある通知を受け取った。「放課後の 17時 30分まで生徒は学校に居残り

自習できることになった。生徒が学校に居残りしない場合、その理由を述べな

さい」との内容だ。背景には同年 7月、政府が義務教育期間中の「宿題の負担」、

そして「学習塾コストの負担」を共に減らす“双減”政策を打ち出したことが要因

となっている。具体的に、「宿題の負担」は、以下のように軽減されている。 

 

【“双減”政策における「宿題の負担」の軽減内容】 

 宿題（時間は平均所要時間） 

小学校 1～2年生 無し 
ほぼ全て学校内で完成 

小学校 3～6年生 60分以内の分量 

中学校 1～3年生 90分以内の分量 大半は学校内で完成 

 

義務教育の学校が放課後の自習を 17 時 30 分まで実施することにより、父母

は自身の勤務先を退社後、生徒を直接迎えに行くことも可能になった。新たな

試みが始まって以降、社会生活自体が変わりつつあり、中国教育部の 9 月中旬

の発表によれば、義務教育の学校の内、96％は放課後の自習を実施し、生徒の

利用率は 85％に達しているという。 

 一方、“双減”政策により、学習塾は以下の制限を受けることとなった。 

 

【“双減”政策における「学習塾」に対する制限】 

・当局は義務教育期間中の生徒向けの新たな学習塾の設立申請を受理しない。 

・営利目的の学習塾は非営利活動法人へ変更、授業料は政府指導価格に従う。 

・生徒の長期休暇（夏休み、冬休み）および国が定めた休日に授業不可。 

・学習塾業の上場禁止。 

 

ある統計によると、“双減”政策発表前の中国では、小・中学生向けの学習塾の

数は義務教育の小・中学校の数とほぼ同数で、国家教育システムに並ぶ水準と

なり、明らかに学習塾業界は過熱していた。そのため、学習塾は生徒への負担

と家庭への経済コスト負担になり、異常な商業化の進展で、正常な教育秩序を

揺さぶる恐れが出てきた。特に最近では、大量の資本が学習塾業界に流れ込み、

教育の公益性と相反することから、政府は「少人数の子供が学習塾で勉強すれ

ば、点数を伸ばす効果があるが、皆が学習塾へ行くと、合格点数をただ引き上

げるだけだ」と学習塾に通う風潮を批判している。 

 

中国では、1 人の女性が生涯に産む子供の数を示す合計特殊出生率は、2020

年に 1.3まで下がった。近い将来に人口減少へ転じる見込もあり、少子化対策と
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して、2021年 5月には第 3子出産を認めている。しかし、教育コストの高騰が

少子化の要因の一つとなっていることから、少子化を回避する目的からも、“双

減”政策は注目を浴びている。 

また、教育格差の是正に加えて、今後の経済成長に必要な労働力確保と将来

のイノベーションの芽を増やすことも“双減”政策の目的となっており、従来の詰

め込み型のテストに強い子供を育てるのではなく、スポーツや音楽で豊かな人

格を培い、より柔軟な発想ができる人材の輩出が期待されている。 

 

 一方で、今年 7月の“双減”政策発表当日から、学習塾関連の株式はそろって暴

落し続けており、経済面で影響が広がることは必至だ。 

【2021年 7月、“双減”政策発表後、学習塾企業の株価】 

 

銘柄 

コード 
銘柄 

7/23 

株価 

7/23 

下げ額 

7/23 

下げ幅 

年初から

7/23まで 

10/14 

株価 

1 TAL 好未来 6.00  -14.52  -70.76% -91.61% 4.97  

2 GOTU 高途集団 3.52  -6.06  -63.26% -93.19% 3.84  

3 EDU 新東方 2.93  -3.47  -54.22% -84.23% 2.34  

4 COE 無憂英語 3.80  -2.88  -43.11% -85.98% 2.83  

5 DAO 有道 12.69  -9.50  -42.81% -52.17% 13.40  

6 REDU 瑞思学科英語 1.35  -0.92  -40.53% -77.83% 0.74  

7 YQ 一起教育科技 1.41  -0.89  -38.70% -88.99% 0.89  

8 ONE 精鋭教育 0.66  -0.39  -37.24% -82.66% 売買停止 

 

 また、学習塾へ通えなくなると、

裕福な家庭では高額な“1対1”の家庭

教師を雇うことになり、結局は「親

の財力で子供の学力が決まる」こと

で、政府が目標として掲げる「とも

に豊かになる（共同富裕）」の実現も

遠のく。最近では、このような事態

に対して、中国教育部は “1 対 1”の

家庭教師などに対する違法行為の取

り締り強化に乗り出すと発表した。

しかし、“1対 1”の家庭教師のニーズ

がある以上、どこまで抑制できるか

は不透明だ。加えて、義務教育段階

の宿題無しのゆとり教育を実施して

も、義務教育以降の高校・大学の受験制度を変えなければ、意味がないと社会

は不安視している。政府は、“双減”政策の発表後、厳しい関連政策を緩めること

は無く、3年以内に著しい効果を出すという目標を設けた。中国社会ではその副

作用を懸念しつつも、効果を見極めている。     （上海駐在員事務所 倪） 

【高額学習塾。1対 1の対面教育も手掛けたが、10月 13

日、資金繰り悪化で営業停止を発表】 
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東部経済回廊（EEC）への投資動向 

 

タイ政府は、持続的な経済成長を目指して、2017年に「20カ年国家戦略」（2018

年～2037年）を策定し、付加価値を持続的に創造する経済社会への移行を目標

とする長期ビジョン「タイランド 4.0」を掲げた。東部経済回廊（Eastern 

Economic Corridor、以下 EEC）は、その中心的プロジェクトとしてタイ東部

の 3 県（チャチュンサオ、チョンブリ、ラヨーン）を経済特区に指定し、ハイ

テク産業の投資促進や集中的なインフラ整備を行う開発計画である。 

開発を管轄する EEC 事務局

は、「EEC への投資額が 2018

年 1月から 2021年 6月までの 3

年 6 カ月で 1 兆 6,052 億バーツ

（約 5 兆 5,058 億円）と、当初

5 カ年目標に掲げた 1 兆 7,000

億バーツ（約 5 兆 8,310 億円）

の 94%に達した」と発表した。

早ければ、当初計画の 1 年前倒

しとなる 2021 年内に目標額に

到達する見込みであり、新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響に     【EEC開発マップ（出所：タイ投資委員会(BOI)資料）】 

より経済が大きな打撃を受ける中で、タイの投資戦略を牽引していることが窺

える。EEC事務局は、第 1期（2018年～2022年）の投資実績を考慮し、2022

年から 5 カ年を第 2 期として、約 2 兆 2,000 億バーツ（約 7 兆 5,460 億円）の

投資予算にて計画の修正案を承認した。ウタパオ国際空港の拡張をはじめとす

るインフラ開発や、政府が推進する電気自動車（EV）やデジタルなどのターゲ

ット産業への投資刺激策を実施する計画である。 

EECは、各種製造業の集積が国内で

最も進んでいる地域であり、自動車産

業などを中心に多くの日系企業も進出

している。EEC域内 3県の日系企業数

は 1,102 社とタイ全土の日系企業数

5,856社の約18.8%を占める（2020年、

JETRO 調査発表値)。タイ商務省企業

振興局の集計によると、2021 年 8 月

末時点で事業活動を行っていた EEC

域内の企業数は 7万 4,740社、資本金 

【EEC 域内外国資本割合（タイ商務省発表値より作成）】   総額は 1 兆 5,026 億バーツ（約 5 兆

1,539億円）にのぼり、EEC域内の外国資本比率は 54.64%、このうち日系資本

が 46.74%を占め、日系企業においてもタイ進出を計画する際の有望な区域とな

っている。理由の一つとして、一定の条件を満たす EECへの投資は、タイ政府
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の手厚い投資奨励の恩典メリットが享受できることが挙げられる。 

タイ国投資委員会（BOI）は、EEC への積極的な外資誘致政策を目的として

追加の恩典を付与する施策も打ち出している。例えば、EEC 域内の指定された

地域にて対象事業の投資を行う場合、法人所得税の最長 13年間の免除といった

充実した恩典が受けられる。 

②人材開発プログラム

への参加

全EECエリア
EEC内4つの

特定産業用地区

工業団地/

奨励工業区

国の競争力を向上させる

研究開発等に主眼をおいた事業

法人所得税の

免税8年間

＋法人所得税の

50%減税3年間

＋法人所得税の

50%減税2年間
－

タイ国内投資が少なく、

またはまだ投資が行われていない

国の発展にとって重要な高度技術事業

法人所得税の

免税5年間

＋法人所得税の

50%減税3年間

＋法人所得税の

50%減税2年間

＋法人所得税の

免税1年間

重点技術開発

（バイオ・ナノ・デジタル・先端素材）

法人所得税の

免税10年間

＋法人所得税の

免税2年間

＋法人所得税の

免税1年間

＋法人所得税の

免税1年間

①基本恩典対象事業

③立地場所

 

【EECにおける税制恩典の概要（BOI資料より抜粋し作成）】 

こうしたタイ政府の積極的な外資誘致や投資奨励策が功を奏し、EEC 域内で

は既に大規模な産業集積が形成されている。新型コロナウイルス感染拡大によ

る遅延が懸念される一方で、インフラ関連プロジェクトの建設契約手続きや土

地収用などは着実に進行している。具体的なインフラ整備として、バンコクか

らの高速鉄道、高速道路網の拡張、ウタパオ国際空港の拡張、レムチャバン港

の拡張など、大規模な開発計画が進められている。これらのインフラ整備が完

成すれば、陸路において首都バンコクからEEC域内へのアクセスも容易になり、

空路・海路においては東南アジアのハブとしての機能を高め、EEC 域内のパタ

ヤやラヨーンにあるビーチリゾートなどの観光開発にも弾みがつく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インフラ整備計画が予定されているウタパオ国際空港】 

タイへの新規進出や追加投資を検討中の日系企業にとって、EEC の手厚い投

資恩典の活用は魅力的であり、既に同域内に拠点を有する日系企業にとっても、

インフラ整備を通じた投資環境の改善が事業展開の新たな商機となり得るだろ

う。EEC への投資拡大がタイ産業高度化の足掛かりとなり、タイにおける日系

企業のビジネスチャンスの拡大に繋がることを期待したい。 

（バンコク駐在員事務所 山田） 
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新型コロナウイルスと第 4次産業革命 

 

 新型コロナウイルスが蔓延する前、取引先と Zoomを使用して面談を行う状況

が主流になると想像した人は少なかっただろう。それが今となっては、厚生労

働省が発表した働き方改革による労働の効率化の影響も相俟って、各企業のリ

モートワークへの注力の度合いや IT設備の充実などが競われている。その中で

欠かせない重要なキーワード、それが「第 4 次産業革命」である。産業革命と

聞くと、18世紀末にイギリスで起きた技術革新を思い浮かべる方が多いと思う。

しかし産業革命は第 2次、第 3次と続き、現在は第 4次産業革命の真っ只中と

されている。この第 4次産業革命とは、IoT（Internet of Thingsの略で「モノ

のインターネット」と呼ばれる）や AI（人工知能）、ビッグデータを用いること

で起こる技術革新のことを一般的に指しており、データ分析による複雑な作業

の自動化・効率化の実現が可能になる。 

ASEAN諸国においてもこの動きは活発であり、シンガポール全体をバーチャ

ル化し、集積したデータを現実世界にフィードバックする試みである「バーチ

ャル・シンガポール」は有名な取り組みである。インドネシアにおいては、2030

年までに世界 10大経済国入りを目指すためのロードマップ「Making Indonesia 

4.0」を発表、IoTへの注力が期待されており、マレーシアやタイを筆頭に各国

もこの潮流に乗るべく注力している状況である。 

 

（出所：内閣府） 

コロナ禍において、以前にも増して IT投資の動きが活発化している一方で、

海外に進出する日系企業の状況はどうだろうか。下記の図表はこのコロナの経
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験を通じて、今後の企業方針として検討している事項について、大企業及び中

堅・中小企業 500社を対象にまとめられたものである。その中では、「社内の情

報伝達機能の見直し」について 500社中 117 社（約 23%）が検討していると回

答し、「海外拠点における IT投資の拡大」について 500社中 41社（約 8%）が

検討していると回答した。実際、新型コロナウイルスの感染拡大によるロック

ダウンにより、リモートワークの導入を余儀なくされ、PCなどの IT設備の導

入を実施した企業も多い。新型コロナウイルスの発生を機に ITやデジタル化の

重要性を企業が再認識し、海外現地法人においても投資の優先度が上がってい

ることが伺える。 

  

（出所：国際協力銀行） 

しかしながら、第 4次産業革命に向けた取り組みの割合に関して、国ごとの

格差が一層拡大する恐れがある。その要因の一つとして、大学などでビッグデ

ータ分析などの教育体制が不十分であることが挙げられる。米国では、約 3年

前の時点ですでにデータ・サイエンティストを養成する修士課程が 70以上の大

学で設置されている。 

カナダの AI分野の調査会社である Element AI社が発表した「世界の人工知

能人材に関する報告書 2020（Global AI Talent Report 2020）」によれば、AI

人材は、過去数年間で驚くべき増加を示したが、その大半が米国に集中してい

る。全世界の 47%が米国の企業や研究機関に在籍し、2位が中国の 11%で、日

本は 2%しかおらず 7位にとどまっている。こうした状況で今後日本企業が国際

競争を勝ち抜くためには、早急な IT人材の確保が必要になるだろう。 

（市場国際部 小西） 

執筆時：国際協力銀行トレーニー 


