
これまで、中国経済の崩壊やその対策ついて、様々な角度から検証してきました。

今回は、地政学的見地から、中国の勢力圏拡大への野望がもたらす、世界への影響を考察してみました。

中国の現政権や軍幹部が抱いている野望や構想は、「今の日本の常識思考からは大きくかけ離れた

特異なものであること」 を認識しておく必要があることを痛感いたしました。

中国が目指しているのは、中国の経済的・軍事的な勢力圏の拡大なのだということ、それらが実現性

に乏しくとも、関係国に多大な混乱と被害を与えてゆくことを認識しておく必要があります。

１９４９年からチベットを武力征圧してきたような国家体制と思想が、中国の現政権や軍幹部の根底に、

今も継続していることを認識しておくべきです。
ウィキペディア チベット弾圧

酒井信彦は、ガンデンポタン（チベット亡命政府）や西側諸国政府[要出典]による調査の結果、チベット動乱前後の

中国によるチベット侵攻および併合政策の過程で、チベット全域で 万人にのぼる犠牲者が出た[2]としている。

～ 年の間の犠牲者数は、次のように推定されている[6][3]。

人のチベット人が、刑務所もしくは強制収容所で死亡。

人が処刑死。 人が餓死。 人が戦闘もしくは暴動中に死亡。

人が拷問死。 人が自殺。

以上、合計 万 人[3]。ここには 年代以降の犠牲者数は含まれない。

マルクス主義の人権や富の平等の理想を掲げながらも、実際の中国国家体制は権力闘争で維持されて

きましたし、現在も生きるか死ぬかの権力闘争を続けている現実を直視するべきです。

今の日本人の思いやりや友愛の常識を中国に投影して推論すると、中国の動向の本質を見誤ります。

もちろん、中国の官僚や軍人や経済人の中には、思いやりや友愛の情に溢れた方もおられるでしょうし、

今までにも数多くおられたことでしょう。

しかし、権力闘争が常態化している社会では、そのような人々は政治や軍事の中枢からはじき出されて

しまうのです。

中国が目指しているのは、経済的・軍事的な勢力圏の拡大なのだということ、

そして、その実現のためには、非常識とも思える武力行使もありうることも認識しておくべきです。

２０１３年から習近平政権が掲げてきた 『シルクロード経済圏』 と 『 世紀の海のシルクロード』 構想は、

関係諸国の発展にも協力していくことを掲げていますが、本音は、国内の経済的苦境の打開策であり、

大局的な目標としては、経済的・軍事的な勢力圏の拡大構想であることを認識しておくべきです。

そして、それらが実需や採算を無視した無謀な構想で、関係国に多大な混乱と被害を与えてゆくことを

認識しておく必要があります。

これまで、巨額の借り入れ資金を投じて実施してきた、中国国内の不動産事業や、新幹線などの

インフラ事業や、鉄鋼・セメントなどの基幹産業の、実需から逸脱した否採算性をみれば、

『シルクロード経済圏』や『 世紀の海のシルクロード』 構想の結果は明らかなことです。

というよりも、実際には、中国の経済崩壊が、それらの無謀な構想の進行を止めてゆくことでしょう。

経済的優位性が失われた時、中国がどのように周辺諸国と関わってゆくのかが大きな問題なのです。



① 「中国の地政学的野望」では、松本利明様の記事をご紹介いたします。

② 「南シナ海岩礁の要塞化」では、中国の岩礁要塞化計画を検証してゆきます。

③ 「中国主導のアジアインフラ銀行（ＡＩＩＢ）」では、田口秀男様の記事をご紹介いたします。

④ 「中国産業の過剰設備」では、湾仔様の記事をご紹介いたします。

① 中国の地政学的野望

東洋経済 ＯＮＬＩＮＥ

｢逆さ地図｣で見る､中国にとって邪魔な日本

強引に海を渡ろうとする中国の真意
松本利秋：ジャーナリスト 年 月 日

年高知県安芸郡生まれ。 年明治大学政治経済学部政治学科卒業。

国士舘大学大学院政治学研究科修士課程修了、政治学修士、

国士舘大学政経学部政治学科講師。

ジャーナリストとしてアメリカ、アフガニスタン、パキスタン、エジプト、カンボジア、

ラオス、北方領土などの紛争地帯を取材。 、新聞、雑誌のコメンテイター、

各種企業、省庁などで講演。

著書に『戦争民営化』（祥伝社）、『国際テロファイル』（かや書房）、

『「極東危機」の最前線』（廣済堂出版）、『軍事同盟・日米安保条約』（クレスト社）、

『熱風アジア戦機の最前線』（司書房）

『「逆さ地図」で読み解く世界情勢の本質』（ 新書）など多数。

地図を逆さにすると各国の思惑が見えてくる

われわれ日本人が地図を見るときの常識は、上が北で南は下。東は右で西は左である。このことは小学校の

社会科で誰もが習ったことだ。

海を渡って東に突き進めばアメリカ大陸があり、太平洋には進路を遮る障害はない。また、北を向けば中国大陸

があり、朝鮮半島、ロシアの沿海州がある。ここでも日本との間にあるのは海だけである。

それさえ渡れば日本からはどこへでも行ける と思うのは自然なことだろう。

しかし、中国を中心にして、逆さに地図を見てみると、とんでもない現実が見えてくる。

地図を逆さにしてみると



中国にすると、大陸から見える海は狭く、すぐ近くに日本列島がある。さらに南に下ると九州から奄美諸島、

沖縄、八重山と南西諸島が連なっており、台湾につながっている。

台湾からはバシー海峡を挟んでフィリピンへと続き、その端はベトナムに連結している。

こうして見ると、中国にとって自由に動ける海はごく限られており、広い海へ出て行こうとしても、先に挙げた

島々の間を縫って行かざるをえない。しかも、中国の船の動向は、それらの島を領有している日本などから

絶えず監視されざるをえない。場合によっては海上封鎖で封じ込められてしまう可能性もある。

日本は経済的にも巨大で、最先端のハイテク兵器を大量に所有し、数は少ないながらも高度な訓練が行き届いた

自衛隊が存在する。海洋に進出しようとする中国にとっては実にうっとうしく、邪魔な存在に見えるに違いない。

日本人からすれば自由で世界に連なる海だが、中国からすれば日本があるために周辺の海が自由に使えない

のだ。このように地図の見方を逆にすると、まるで違った現実が映し出される。

「大陸国家」中国の変貌

実はこの「逆さ地図」から見えてくる現実に、中国が気づいたのは比較的最近のことである。

『「逆さ地図」で読み解く世界情勢の本質』 新書

中国の西の端はヒマラヤ山脈を挟んでインドと国境を接し、北に向かってアフガニスタン、タジキスタン、

キルギス、カザフスタン、ここから東に向かってはロシア、モンゴル、北朝鮮との間に国境線が走っている。

中国では、秦の始皇帝が漢民族の国家を創設して以来、北方の騎馬民族の侵入をいかに防ぐかが民族存亡

の要であった。中国の歴史は大陸内部の土地争奪戦が主要な要素であり、三国志をはじめ中国の歴史記述には、

海のことがほとんど出てこない。

このように大陸内部でのせめぎ合いを繰り返している国を、地政学では「大陸国家＝ランドパワー」と呼ぶ。

中国は歴史的に北方との闘いに関心を集中させており、海への関心はほとんどなかったと言って過言でない。

これが劇的に変化したのが、 年から 年間続いた「アヘン戦争」だ。アジア各地のほとんどを植民地にして

しまったイギリスが、広大な中国大陸に目をつけ、支配しようとした。その手始めに植民地のインドで採れたアヘンを、

当時の清国に売りつけようとして「アヘン戦争」になった。その結果、清国は香港島をイギリスに奪われ、

次いでその対岸にある九龍半島もイギリスの植民地として割譲させられた。

このことが、中国人の心の中に屈辱の歴史として刻み込まれ、海洋から攻め込んで来る勢力に敵愾心を持つ

ようになったのだ。その後、 年から 年にかけて起きた朝鮮半島の覇権をめぐる日本との「日清戦争」にも

敗れ、台湾を日本に割譲した。

中国側の主張に立てば、尖閣諸島も、このとき日本に奪われたもので、第 次世界大戦で敗戦国となった日本は、

尖閣諸島が中国領であることを認め、中国に返還すべきだということになる。ともあれ、中国が海洋に目を向け

始めたのは 世紀後半であり、本格的に進出を決めたのは 年に中華人民共和国が成立してからのことだ。

中国が引いた「第一・第二列島線」

中国は開放経済政策によって経済力をつけると、積極的に海洋進出を

試みるようになった。日本列島をはじめ、沖縄、台湾、フィリピン、

ベトナムに至る諸島群が中国にとって地理的に実に邪魔な存在であり、

これを何とか突破したいとの思いが具体化したのが 年代からだ。

中国人民解放軍海軍（中国の軍は国家の軍ではなく、中国共産党の

軍事部門となっており、正式にはこの名称が使われる）は、

地図の上に日本列島から台湾、フィリピン、南シナ海に至る線を引いて

「第一列島線」としたのである。さらには日本から小笠原諸島、グアムを

結んだ線を「第二列島線」とした。

中国海軍はこの つの線の内側を勢力圏内とし、海洋からの外国勢力を

入れないようにする戦略を採ると決めたのだ。

年に中国が制定した国内法「領海法」では、一方的に尖閣諸島、

南沙諸島、西沙諸島の領有権を主張するだけでなく、東シナ海において

大陸棚の自然延長を理由に沖縄近海の海域までの管轄権を主張している。



日本人にとっては、尖閣諸島をめぐる問題は、 年 月に日本政府が尖閣諸島を国有化してからにわかに

始まったように見えているかもしれない。しかし実は、中国の長い歴史の中で、地図を逆に見るようになって

からのことなのだ。

中国が、いかに日本を邪魔と思っても、国は互いに引っ越すことはできない。そこで中国は、発想を変えることで

それを解決しようと行動を起こした。

中国を中心に置いた「逆さ地図」を基礎として、あらためて海を見れば、中国は周囲を囲まれているとしても、

それらは小さな島々の連なりでしかない。大陸内部で激しい領土争いを繰り返してきた、中国本来の から

すれば、島に上陸して自国領にしてしまえばすべて解決すると思ってもおかしくない。

次々と島を占領して自国領とすれば、包囲されていた海も、自由な海となるのだ。中国が内陸でやってきた

領土争いの論理を、そのまま海に持ち込んできたのが、東シナ海、南シナ海における中国の行動原理だ。

だからこそ、中国は尖閣でも、スプラトリーでも「核心的利益」を声高に叫び、勝手に埋め立て、島を広げ、

領土を広げようとするのである。

波紋を呼ぶ 、本当の狙い

こうした側面から見ると、中国が主導することでも取りざたされている （アジアインフラ投資銀行）も極めて

重要な意味を持ってくる。

シルクロード「一帯一路」構想の真意も、地図を逆さにすると浮かび上がってくる。

習近平政権は、 年秋に「シルクロード経済ベルト」と「 世紀海洋シルクロード」からなる「一帯一路」構想を

打ち出した。さらに 年 月には「一帯一路建設耕作指導小組」という組織を組み上げ、その具体化に乗り出した。

もこの構想の枠組みで見ていくと、おのずとその性格が見て取れる。

中国は に 億ドル、シルクロード基金に 億ドルの出資を表明している。 はアジアのインフラ開発に

投資することを目的としたものであるから、「一帯一路」構想とも合致する。

シルクロード一帯に港湾、交通網、商業施設などを建設する構想は、中国の企業が恩恵を得るのみでなく、

地域の諸国にとっても経済的なメリットがある。しかし、海洋シルクロードでは、その戦略的側面を人民解放軍が

リーダーシップをとって推進していることが明らかとなっている。アメリカのアジア回帰の勢いを失わせ、

中国が新しいイメージで影響力を勝ち取る助けにしようとしているのだ。

海洋シルクロードの実態は、見かけ上は平和な戦術を取っている。しかし、主たる目的は互恵的協力ではなく、

戦略的優位の獲得であると見て間違いない。

雲南省昆明を起点としたシルクロード経済ベルトも、 などの資金を利用しながら、高速鉄道、自動車道、

パイプライン、光ファイバーケーブルを施設して、古（いにしえ）のシルクロードを再活性化する構想である。

その経路として現在 つのルートが想定されている。ひとつが中央アジアから中東を通るルート、

もうひとつが中国沿岸から発する海上ルート、さらには雲南から東南アジアに延びるルートだ。

中央アジア、東南アジアともに、自国産業の発展をどう果たしていくかが重要な課題だが、圧倒的な力を持つ

中国を前に、経済的イニシアチブを取ることは難しく、中国の勢力下に取り込まれてしまう可能性が極めて大きい。



松本利明様の「逆さ地図」を基にした、中国政府や軍部の戦略の解説は、眼から鱗の感がしました。

近年の日本との尖閣諸島での争いの本質が理解できました。

台湾にとっては、中国が非常に脅威となっていることも理解できました。

しかし、松本利明様の地政学的なご解説は素晴らしいのですが、政治学がご専門のためか、

中国経済ついては、過大評価をしておられるようです。

②では、近年、マスメディアでも大きく報道されてきた、中国による南シナ海の岩礁の要塞化計画について

検証してみました。 （③ページの図の第一次列島線内の要塞化計画）

南シナ海岩礁の要塞化

ウィキペディア 南沙諸島埋め立て問題

年 月現在、中国が埋め立てているとされているは、実効支配しているスビ礁、ファイアリー・クロス礁、

クアテロン礁、ミスチーフ礁、ヒューズ礁、ジョンソン南礁、ガベン礁、エルダッド礁 安達礁 であり、

地球上でやり取りされる原油や液化天然ガス の半分近くが通る世界経済の大動脈である南シナ海が、

中国による南沙諸島の岩礁の埋め立てによる要塞化で緊張状態にある。



中国が自国海域だと主張している第一次列島線内の海域は、誰が見てもフイリッピンやベトナム領であり、

南シナ海が日本への大型タンカー通航の大動脈であるだけに、中国の無謀な要塞建設に日米が危機感

をつのらせ、日米間では中国を仮想敵国と位置付けていることは確かなことでしょう。

満潮時には海面から沈む岩礁を埋め立て、自国領土と主張する中国のやり方は、私達の常識からは

容認も理解もできないものです。

ＹＡＨＯＯ ニュース

アメリカの軍艦派遣は打つ手が遅すぎた～南シナ海の軍事バランスはもはや圧倒的に中国が優位

月 日 木 時 分配信

アメリカ太平洋軍司令官ハリス海軍大将は、「アメリカ軍艦ならびに軍用機は、南沙諸島に建設されている中国の

人工島周辺 カイリ（約 キロメートル）以内での （ ）パトロールをただちに実施するべき

である」と重ねて明言した。

中略

要するに、ハリス提督の議会やメディアに対する明言を受けて、アメリカ軍の対中強硬派が「アメリカ海軍としては

いつでも中国人工島周辺 カイリ内に軍艦や軍用機を派遣して パトロールを実施する作戦の準備は万端整っ

ており、オバマ大統領のゴーサインを待つだけだ」というメッセージを発しているわけである。

オバマ大統領にとっては、太平洋軍にゴーサインを出さないと、中国が南沙諸島に建設している つの人工島は

中国の領土であることを認めてしまったと捉えかねられない。その結果、中国と南沙諸島の領有権をめぐって

紛争中のフィリピン、ベトナム、マレーシア、ブルネイそれに台湾は、アメリカへの信頼を失うことになるであろう。

同時に、南沙諸島はじめ南シナ海を“中国の海”と化していく流れによりいっそう拍車がかかることになるのは

必至である。

一方、オバマ大統領が パトロールにゴーサインを出した場合、アメリカの国是である「自由航行原則を守り

抜く」そして「世界中に守らせる」という毅然たる態度を取り戻したと、アメリカ海軍はじめとする「自由航行原則

至上主義陣営」からは評価されることになるであろう。

しかし、それは同時に、中国の南沙諸島領有権の主張に対して正面から異を唱えることを意味する。

したがって、「自由航行原則の堅持」とともにアメリカ外交の鉄則である「第三国間の領域紛争へは関与しない」

という国是には反することになってしまう。そのため、海軍や海兵隊などの対中強硬派とは一線を画して

「人工島をターゲットにした パトロールに対しては慎重な態度をとるべきである」という声も少なくない。

これらの米国内での国是に関する葛藤に加えて、 パトロールの実施は米中関係にも直接大きな影響を

及ぼすため、オバマ大統領は極めて困難な決断を迫られているのである。

中略

中国が巨額の資金をつぎ込んで建設した つの人工島には、すでに カ所もの メートル級軍用滑走路と

多数の軍事関連施設、それに巨大灯台に代表される非軍事的“国際公共施設”が数多く建設されている

（本コラム 年 月 日「人工島に軍用滑走路出現、南シナ海が中国の手中に」）。

このような既成事実の塊である人工島を排除することは、 パトロールをはじめとする外交的手段では、

もはやほぼ完全に手遅れである。

アメリカ政府はもとよりアメリカ軍自身もそのことを明確に認識しているはずである。

つまり、南シナ海の軍事バランスが圧倒的に中国優位に突き進んでいるというのが紛れもない現実なのである。

北村淳



③ 中国主導のアジアインフラ銀行（ＡＩＩＢ）

田村秀男 自己紹介

産経新聞社特別記者・編集委員兼論説委員。

履歴

日経ワシントン特派員、米アジア財団上級フェロー、日経香港支局長、編集委員、

日経研究センター欧米研究会座長（ 、兼）、

早稲田大学政経学部講師（ 、兼）、

早稲田大学政経学術院・早稲田エクステンション中野校各講師（現、兼）

近著：『人民元・ドル・円』（岩波新書）、『円の未来』（光文社）

『国際政治経済学入門』（扶桑社）「世界はいつまでドルを支え続けるか」（扶桑社）

「待ったなし日本経済」（李白社）「人民元が基軸通貨になる日」（ 研究所）

『財務省「オオカミ少年」論』（産経新聞出版）、「日本建替論」（共著、藤原書店）

「反逆の日本経済学」（マガジンランド社）「日経新聞の真実」（光文社新書）

「アベノミクスを殺す消費増税」（飛鳥新社）「日本ダメだ論の正体」（共著、マガジンランド社）

「消費増税の黒いシナリオ」（幻冬舎ルネッサンス新書）

アジアインフラ銀は必ず失敗する

『月刊正論』 年 月号 田村秀男（産経新聞特別記者）

笑止千万の「日本孤立」論

中国主導で６月末の設立をめざしている中国主導のアジアインフラ銀行（ＡＩＩＢ）の創設メンバーは カ国に

上るという。英独仏伊など欧州主要国が参加するのに、日本は米国と同じく慎重姿勢を貫いている。

これに対し、朝日、日経などメディア多数が「日本は孤立した」と騒ぎ立て、政官民の参加論をあおり立てる。

筆者は本誌３月号で人民元の正体を解剖し、ＡＩＩＢが習近平政権の対外膨張戦略の一環であることを明らか

にした。 本稿では、それを踏まえた上で言おう。「中国共産党が指令するＡＩＩＢは必ず失敗する」と。

朝日新聞は創設メンバー国の数を引き合いに出して、「ＡＩＩＢ、アジア開発銀行（ＡＤＢ）に迫る規模」

（４月 日付朝刊１面）と持ち上げ、日経も同じ見出しを立てた。

全国紙の中でも、中国寄りの姿勢が際立つ朝日、日経はことあるごとに、不参加は「誤り」という視点で報じて

きたのだから、 カ国・地域で構成され、公正で透明度の高いＡＤＢと同等に見えるのだろう。

読者はそれでも、なぜ多くの国がＡＩＩＢに参加したのか、と疑問に思われるだろう。拙論はその解明を通じて、

ＡＩＩＢに籠められた北京の策謀とその限界をつきとめてみる。

冒頭でも書きましたが、現在の中国政府や軍部の方々の思考や発想は、現在の先進国の方々とは

大きく異なっていて、欧米各国や日本の太平洋戦争以前の植民地主義（と武力で他国を征圧する）に

近いものが根強く残っていることを認識しておくべきだと思います。

中国主導のアジアインフラ銀行（ＡＩＩＢ）は、表面的にはアジア諸国の経済発展を支援するという名目

ですが、中国の真意は、自国経済の救済と経済的軍事的勢力圏の拡大にあるようです。

③ 中国主導のアジアインフラ銀行（ＡＩＩＢ）では、田口秀男様の記事ををご紹介いたします。

明晰な洞察力により、中国のＡＩＩＢ設立の背景と動機が見事に詳細に記述されています。



世界経済は長らく、米国主導で経済成長してきた。２００１年以降は、値上がる住宅を担保に借金できる

金融システムの中に組み込まれた米家計が消費に耽り、輸入を増やし、中国など新興国の経済成長を

実現してきた。その住宅市場はバブルとなって崩壊し、２００８年９月にはリーマンショックが起きた。

容易に消費者が借金できる米金融主導型成長モデルが崩壊したあと、米国はドルを大量に刷って金融市場に

流し込み株価を引き上げたが、実体景気の回復力は弱い。米金融モデルでは世界を引っ張れないのは明らかだ。

中国はドルの増量にほぼ等しい巨額の人民元を発行しては、国有商業銀行を通じて地方政府やデベロッパー

に融資して、不動産開発投資ブームを引き起こした。

共産党がすべてのカネの流れを支配するからこそ可能な芸当である。

固定資産投資比率は国内総生産（ＧＤＰ）の５割近くを占めるので、投資を ％増やせば成長率は ％も押し上

げられる。こうして実質成長率は一時的に２桁台を回復したが、不動産バブルとなり、崩壊が始まった。

成長率は７％台を維持しているが、実際には需要を伴わない過剰生産であり、大地も空も水も廃棄物まみれだ。

モノの動きを示す鉄道貨物量は昨年から前年比マイナスで、ことしに入ってさらに急降下している。

半面で、経済規模が２倍の米国並みに発行されたマネーは現預金となって滞留しているので、その一部が東京・

銀座などでの中国人旅行客による「爆買い」に回る。爆買いは行き詰まった投資主導経済では回らなくなった

巨額の余剰資金のはけ口なのだ。

投資を再加速するために打ち出したのが新シルクロード経済圏（「一帯一路」とも呼ぶ）構想である。

中国内からアジア各地を経由して欧州まで結ぶ陸のルートとアジア、東アフリカ、中東経由で欧州に至る

海のルートの整備に必要なインフラに投資する。 その資金需要を賄うのがＡＩＩＢというわけである。

間違いだらけの韓国の打算

韓国の場合、ＡＩＩＢ融資が北朝鮮に適用される可能性が、北京から示唆されたことが、３月下旬のＡＩＩＢ参加の

決め手になった。

朴槿恵大統領はＡＩＩＢ参加を「日本外し」戦略とセットにした。習近平総書記・国家主席がユーラシアのすべての

道を北京に通じさせる「一帯一路」を最初に提起したのは２０１３年９月である。

すると、そのひと月後、朴槿恵大統領は「ユーラシア・イニシアティブ」構想を打ち出した。釜山から北朝鮮、中国、

ロシアを経由しフランスまでを「シルクロードエクスプレス」と命名した鉄道で結ぶ。

習構想の後追いだが、要は北朝鮮を取り込み、あとは習構想のルートに接続するというわけである。

日本を外し、一帯一路沿いの韓国、中国、ロシアが中心となって経済圏をつくるという思惑がありありだ。

日韓間では日本が一方的に韓国にドルを供与するスワップ協定の期限が２月 日に到来したが、朴政権が

日本にその延長を乞うようなぶざまな真似をするはずはなかった。

同日、日韓間の通貨スワップ協力はすべて解消した。

韓国は通貨スワップの相手を主として中国に依存することになる。中韓間では３６００億元・ 兆ウォン

（約５６０億ドル相当）を中心とする６００億ドル相当の協定があるのだが、中韓スワップ協定で韓国は

通貨波乱に備えられるはずはない。韓国の外準残高は３月末時点で３５００億ドルを超えているが、

リーマンショック後には瞬時にして６００億ドル以上もの資本逃避が起きている。

それにヘッジファンドなど通貨投機筋が加わると、売り浴びせられるウォンは膨れ上がる。

外資依存度の高い韓国は、それまでも２０１１年のユーロ危機のあおりで外資に逃げられたとき、７００億ドル

のスワップ枠を用意した気前のよい日本との協定を打ち切ってまで、中華経済圏に将来を託したのだが、

中国はドルを提供するわけではない。 代償は大きく、韓国は今後、金融不安にさらされ続けるだろう。

頼みの北朝鮮利権だって、すでに中国資本に大半は抑えられている。皮算用もいいところだ。

対中輸出も中国企業との競合は激しくなるばかりだ。

中国資本と言えば、ラオス、カンボジア、ベトナム、ミャンマーなどで、インフラが中国に通じた途端、環境破壊

が進んで大問題になっている。中国系資本が租借したカジノ特区が犯罪の町と化したケースもある。

粗暴な中国式投資はアジアを荒らすのだ。



世界最大の借金を覆い隠す

外貨準備３・８兆ドルのトリック

アジア開発銀行研究所の試算では、アジアのインフラ投資需要は年間７５００億ドル（約 兆円）という。

欧州も韓国も豪州も巨大市場創出ということで目がくらむのも無理はない。しかも、中国は３・８兆ドルという

外貨準備を持つ。「中国が外貨準備高のごく一部をＡＩＩＢに投じたいと思っている。

中国が強い発言力を持っても、多国間機関で行いたいと言っていることは、良いニュースだ」

（英フィナンシャル・タイムズ紙３月 日付）と、中国の「資力」に期待できるという。

米金融主導の世界経済モデルは頼りにならない。中国主導でどの国も成長の分け前にあずかれるかもしれ

ないと、考えた。そこで習近平氏総書記は、中国式投資モデルのほころびを塗りつぶし、多くの国がほしいと願う

餅を画に描いてみせたわけである。参加国数が多いからと言って、画餅はあくまでも画餅に過ぎない。

中国の外準残高は２０１４年末で３兆８４３０億ドル（世界２位の日本は１兆２０００億ドル）に上るが、

実は半年間で約１５００億ドルも減った。ユーロ債の値下がりなど運用の失敗に加えて、景気の低迷や

不動産相場の下落の中で、資金流出が年間で３０００億ドル以上に上るからである。無論、習近平政権による

不正蓄財追求から逃れるために、一部党幹部らが裏ルートで資産を外に持ち出していることも影響している。

しかも、外準にはある種のトリックが隠されている。中国の場合、海外から流入する外貨はことごとく

中国人民銀行によって買い上げられて外準となる。

貿易黒字や流入する投機資金ばかりでなく、海外からの借り入れもまた外準を増やす要因になる。

国際決済銀行（ＢＩＳ、本部スイス・バーゼル）によると、中国の海外の銀行からの借入残高は 年９月末、

１兆７００億ドルで、前年比２８００億ドル増えた。世界全体での国際銀行融資２７００億ドル増をしのぐ。

ＢＩＳ統計から、国際金融市場でどのくらい債券による資金調達がなされているのか、調べてみた。

２０１４年は全世界で６７４０億ドルである。

このうち、世銀、アジア開銀など国際金融機関の調達分は１３８７億ドルである。

発展途上国全体では３４２７億ドルのうち、中国は１６５６億ドルと５割近くを占め、米国の１５７１億ドルを上回る。

残高ベースで見た世界最大の債務国は米国だが、単年度の増加額でみれば、今や中国は米国をしのぐ

世界最大の借金国なのである。

なぜ、中国は外から借り入れを急増させなければならないのか。

中国はアジア向けを中心に対外直接投資を増やし、その規模は今や日本の対外直接投資を上回る。

それに加えて海外の株式や債券への投資も活発だ。

その半面は輸出が伸びないので、外貨流入には限界がある。それに加えて、昨年から加速しているのは

正体不明の資金流出である。原因は不動産市況の低迷、景気の悪化、さらに習近平総書記による

不正蓄財追及から逃れる動機もある。対外証券投資など一応、当局が把握している対外資金と合わせると、

昨年 月までの１年間の資金流出は３４００億ドルに上ったと推計される。中国は借金しないことには、

対外投資戦略を進められないし、借金しなければ外準を大きく取り崩すしかなくなるのが実情である。

経済は実体面から判断すればマイナス成長であり、しかも不動産バブル崩壊の中国がこのまま借金を増やし

続けられるはずはない。めざとい日本の大手銀行はすでに対中融資を引き揚げつつある。

目一杯、利子や手数料を稼ごうとする欧米の金融機関は貸し出しを増やし、ロンドンやフランクフルトなど

欧州金融市場はお得意さん中国が発行する債券（債務証券）を喜んで引き受けている。

ＡＩＩＢには英独仏、さらにスイス、ルクセンブルク、オランダという金融立国が参加している。

これら欧州はアジアのインフラ利権に加えて、今後増加が見込まれる人民元の金融決済でも稼ごうという

魂胆がある。こうして、欧州各国は北京が突きつけたＡＩＩＢという名義の奉加帳に名を連ねたのである。



日本引き込み工作のなぜ

話を、国際債券市場にもどす。ＡＩＩＢが７５００億ドルものアジアインフラ資金需要に応えるのは無理である。

ＡＩＩＢは世界銀行やアジア開発銀行と同様、債券発行によって国際金融市場から資金調達することになる。

国際債券市場の規模はＢＩＳ統計が示すように、全世界で７０００億ドルにも満たない。

世銀、アジア開銀など既存の国際金融機関の調達額の数倍もの債券を発行できるはずはない。

しかも、国際金融市場というのは、貸し出しリスクが高ければ金利を高くする。

世銀やアジア開銀の場合、融資先政府に返済保証させるし、対象プロジェクトの採算性を厳密にチェックする。

そうした仕組みから、債券の格付けは最優良のトリプルＡが付与されるので、最優遇金利で資金調達できる。

ＡＩＩＢの発行債券はトリプルＡが与えられる見通しはまずない。

インフラを建設する借り手国へのＡＩＩＢ融資基準が緩ければ、返済できるかどうか不安が残る。

するとＡＩＩＢが発行する債券はリスクが高いことになって、トリプルＡを獲得できない。

ならば、英国紙が期待するように中国が外貨準備を充当して返済を保証するだろうか。

これまでにも外貨準備の運用に失敗して巨額の損失を受けてきた中国の通貨金融当局であっても、

借り入れで外準減少の穴埋めに躍起となっているありさまで、ずさんな債務保証に応じるはずはないだろう。

英国など格付けの本場である国際金融センター国がメンバーだから、有利と考える向きがあるかもしれないが、

もとより、冷徹にして強欲の世界である。甘く格付けする格付け機関やそれを容認する市場は一夜にして信用を

失墜するだろう。

外準は見かけだけで、最近の年間ベースでは世界最大の借金国である中国。

あとのメンバーは出資額も最小限に抑えて、インフラや金融上の利権だけは獲得したい国の集まりであるＡＩＩＢ。

その正体はまるでカネを払う気のない乗客ばかりが乗り込む豪華客船のようである。

それを走らせるようにするためには、気前のよい金持ちが参加する必要がある。

それは世界最大の債権国で、国際金融市場への資金の出し手である日本である。

日本の金融機関の貸し出し債権は昨年末３兆５００億ドル、それから債務を差し引いたネット債権は

２・１兆ドルに上り、ロンドンなどの国際金融市場を支えている。ロンドンなどは日本などの貸し手から入って

くる資金を仲介して荒稼ぎする役割を持つわけで、日本抜きには市場が成り立たない。

その日本がＡＩＩＢに加わってくれれば、ＡＩＩＢの信用力がぐっと上がる。中国側は日本の誘い込みに懸命に

なるのは無理もない。ＡＩＩＢ参加を説く日本のメディアにはその類いの情報を盛んに流してくる。

日経電子版４月 日付の記事はその点、興味深い。

初代ＡＩＩＢ総裁就任が有力視されている金立群元財政次官は３月下旬、日本がＡＩＩＢの創設メンバーになった

場合には「筆頭格の副総裁、そして日本単独の理事ポスト」という優先待遇案を、中尾武彦アジア開銀総裁に

伝えていたというのである。中尾総裁は元財務官で、アジア開銀の運営をうまくするために中国との協調を重視

している。金氏は黒田東彦日銀総裁がアジア開銀総裁時代に同副総裁を務めたことがあり、日本の官僚が

ポストに弱いことを知り抜いている。中尾氏自体、ＡＩＩＢ設立が具体化した昨年６月当時は、ＡＩＩＢを前向きに

受け止めていたのだから、格好の工作相手だっただろう。しかし、財務省首脳も今回ばかりはＡＩＩＢの危うさを

感じ取っていたから、その手には乗らなかった。

中国共産党と軍のための

筆者はかねがね「ＡＩＩＢの正体は共産党指令機関」と、安倍首相周辺に説いてきた。

中国は当初から資本金の ％出資を表明し、今後出資国が増えても ％以上のシェアを維持する構えだ。

総裁は元政府高官、本部も北京、主要言語は中国語。北京には各国代表による常設の理事会を置かず、

形式上はトップダウンによる意思決定方式だ。

ＡＩＩＢを管轄するのは中国財政省だが、同省を支配するのは党中央である。

党中央政治局、さらに習総書記が必要と判断したら、北朝鮮向け低利融資が行われ、日本の経済制裁は

事実上無力化するだろう。東南アジアや南アジアでの中国の軍艦が寄港する港湾設備がＡＩＩＢ融資によって

建設される。こうした認識が今、政府上層部の間では共有されているのは、何よりだ。



ＡＩＩＢの資金を最も欲しがっているのは他ならない、中国である。

ＡＩＩＢ加盟国の中で、もっとも多くのインフラ資金を必要としているのは中国なのである。

その規模は他国を圧倒している。その事実を明らかにしたのは他ならぬ習近平党総書記・国家主席である。

３月下旬に海南省博鰲（ボアオ）で開かれた国際会合で、習氏は「シルクロード経済圏」構想の詳細を発表した。

その付属文書で、「中国国内での建設中または建設予定のインフラ投資規模は１兆４００億元（約１６７３億ドル、

約 兆９２８億円）、中国以外では約５２４億ドル（約６兆２７０７億円）に上る」という。

ＡＩＩＢは同経済圏に必要な資金を提供することになっているが、当面の資金需要の ％は中国発である。習政権

は自国単独では限界にきた国際金融市場からの資金調達をＡＩＩＢで多国間機関名義にしようとする魂胆なのだ。

鍵握る人民元の「国際通貨」化は

日米が結束して先延ばしせよ

日本抜きで、しかも当面、ＡＩＩＢは主としてドル資金を調達しなければならない。そのドルの覇権は米国が持つ。

日米抜きでＡＩＩＢが有利な条件で資金調達できない。ＡＩＩＢは大きな障害を抱えることになる。

中国・北京では、テントなど劣悪な生活環境で生活する労働者がいる一方で、巨大なビルが次々と完成。

貧富の格差は拡大する一方で社会の不安定要素になりつつある

中国の金融エリートはさすがにその限界がわかっているのだろう。外貨資金不足を補うのは人民元資金である。

その元を多くの国で受け入れさせ、元建て融資を実現するためには元が「国際通貨」の座を獲得する必要がある。

本誌３月号で詳述した通り、北京はその実現に総力を挙げている。

３月 日、ちょうど世界各国が相次いでＡＩＩＢ参加を表明しているさ中に、中国の李克強首相は、訪中していた

ラガルドＩＭＦ専務理事と北京で会談し、国際通貨基金（ＩＭＦ）の特別引き出し権（ＳＤＲ）の構成通貨に

人民元を採用するよう、専務理事に申し入れた。

首相はラガルド氏に対し、人民元による資本取引への取り組みを加速し、国内個人の海外投資や外国の

機関投資家の中国資本市場への投資を支援する仕組みをさらに整えると訴えた。

前日には周小川人民銀行総裁がラガルド氏に会って、人民元のＳＤＲ通貨化で熱弁を振るった。

ＩＭＦはＳＤＲ構成通貨の見直しを５年ごとに行う。人民元はことし 月にＩＭＦ理事会の議題に上がる予定だ。

北京は２０１０年にも申請したが、ＩＭＦ理事会は却下した。

ＩＭＦの審査基準は２つあり、通貨発行国の輸出量とその通貨が国際的に自由利用可能通貨かどうかという点だ。

２０１０年の審査では、人民元は第一の基準のみに適合していた。

これから実施する新段階の審査は、人民元国際化への最新の進展状況を評価する、という。

中国の要請に対するラガルド専務理事の態度は中国では前向きとも受け取られている。

北京より前に訪問した上海では、復旦大学で講演した後の質疑応答で、「採用されるかどうかの問題ではなく、

いつ実現するかという時間の問題だ」と述べたが、リップサービスの感もある。

「まだまだ検討課題は多い」とも付け加えたのだ。

ＡＩＩＢに対する対応からみても、ＳＤＲ通貨を見直す今秋のＩＭＦ理事会で欧州は賛成に回りかねないが、

日米が反対すれば元のＳＤＲ通貨認定を５年後以降に先延ばしできるだろう。

その間、中国に外為市場や金融自由化の圧力を強めればよい。

自由化すれば、共産党は金融市場や人民元を思うがままに支配できなくなる。

もし、米国が豹変してＡＩＩＢ参加となったら、日本ははしごを外される、とよく聞かれる。

筆者はＡＩＩＢが党支配機関であるという認識が米側にも共有される限り、それはありえないと考える。

来年の大統領選挙を控え、民主、共和党の候補者も議会も、中国寄りになるはずはない。

問題はむしろ、日本国内の無定見な親中勢力にある。

国論が分裂するようだと、米国も疑心暗鬼になるだろうし、日本との協調にヒビが入りかねない。

ＡＩＩＢは資金調達で根本的な弱点を抱えている。 中国式開発モデルは大量破壊装置だ。

その失敗は目に見えている。

日本は米国との結束を固め、粛々と対処すればいいのだ。



上記の田村秀男様の記事で、私のこれまでの多くの疑問が解けました。

『中国バブルの本質 その１ ９月２３日』で、津上俊哉様が
「去年の統計の数字を合算して、６年分の固定資産投資といわれる、製造業の設備投資、不動産投資、

政府のインフラ投資、こんなものを全部合算した投資の統計ですけれども、２００９年から６年分を合算すると、

２００兆元を越えます。 今のレートで換算すると、４０００兆円に近いわけですね。

まあ、今のレートは安すぎるので、３０００兆円ぐらいとしても、言葉を失うような金額ですよね。

（２０１５年度の日本の国家予算は約９６兆円）

それだけガンガン投資を倍々ゲームのように増やしてゆけば、やっている最中にガンガン景気が良くなって

一気に日本をＧＤＰで抜き去るのは当たり前だけれども、これをいつまでも続けられるわけではないと、

財源は借金ですからね。」

と、日本記者クラブでの講演でおっしゃっていたのですが、「３０００～４０００兆円の投資が借金だ」との

意味が明確ではなかったのですが、田村様の記事で、中国政府が元札を多量に発行していたことと、

世銀、アジア開銀などの国際金融機関や海外の銀行から多額の借入をしていたことで、

莫大な投資が可能になったことが分かりました。

そして、これ以上の元札の発行や海外金融機関からの借入が難しくなくなった現状を打開するのが、

ＡＩＩＢを設立する目的であり、ＡＩＩＢ債券を発行して世界から資金を集めようとしている訳です。

そのためには、人民元の利便性と信用を高める必要があり、

ドル、ユーロ、ポンド、円に続く第５の通貨として人民元をＳＤＲ通貨（国際通貨）として採用してもらう

ために中国政府が必死になっていることもよく分かりました。

（私はＳＤＲ通貨の仕組みについてはあまり明確には理解できていません。）

ニュース

“第５の通貨”外交圧力強める中国 元のＳＤＲ構成通貨入りで

年 月 日

中国当局が国際通貨基金（ＩＭＦ）の準備資産「特別引き出し権（ＳＤＲ）」の構成通貨に、

ドル、ユーロ、ポンド、円に続く第５の通貨として人民元を加えるよう外交圧力を強めている。

元の国際化を推進したい中国はＩＭＦによる“お墨付き”の獲得が悲願だ。リマで開かれた国際通貨金融委員会

（ＩＭＦＣ）で９日、中国人民銀行（中央銀行）の易綱副総裁が「元は組み入れの要件を満たしている」と訴えた。

対中経済関係を強化したい欧州の閣僚らも相次ぎ支持し、前のめりの姿勢をみせた。

ＩＭＦは１１月に開く理事会で元のＳＤＲ構成通貨入りを最終判断する。

決定に必要な加盟１８８カ国の議決権７０％以上の賛意も、欧州勢を中心に得られる見通しだ。

だがＩＭＦは技術的な問題点を勘案し、元の採用は最短でも来年１０月とする方針を決めている。

「さらに準備期間が必要だ」との慎重な見方も広がる。

元の為替市場は人民銀行の管理下に置かれた官製相場のまま。通貨の国際化には欠かせない国境をまたぐ

資本勘定の取引も自由化や改革が遅れるなど、国際通貨としての要件を満たしたとは言い難い。

８月の事実上の元切り下げなど金融政策も不透明だ。

貿易面での通貨の使用比率など、規模だけは急拡大している。

ＩＭＦ最大出資国、米国のルー財務長官はＩＭＦＣの声明で中国に「市場原理に基づく改革」を要求。

出資２位の日本も、共同歩調を取っているもようだ。（上海 河崎真澄）



現在、中国政府が南シナ海での埋め立て工事を中断している最大の理由は、

人民元のＳＤＲ通貨認定を最優先したからではないでしょうか。

ＳＤＲ認定を得られれば、いずれ工事を再開する可能性は充分にありそうです。

しかし、これからの中国経済の崩壊により、ＳＤＲ通過認定は見送られることになるでしょう。

世界最大の債務国が米国で、世界最大の債権国が日本だということには驚きました。

日本の経済的底力はすごいのですね。

ドイツを筆頭に欧州主要国が中国経済に大きく依存している現状にも危機感を覚えました。

中国の経済破綻はＥＵ連合にも大きなインパクトを与えることになりそうです。

④ 中国産業の過剰設備 では、中国のあらゆる産業が過剰設備で倒産の危機に直面していて、

中国がＡＩＩＢを設立する動機がここにもあることが、湾仔様の記事で理解できます。

④ 中国産業の過剰設備

知財問屋片岡秀太郎商店

中国ビジネスの行方 香港からの視点

再び中国の過剰について

湾仔

某財閥グループにて米・英・香港・北京など海外に 年駐在、欧米での長い経験と香港企業との深いネットワーク

を持つ湾仔（ のビジネス談義をお楽しみ下さい。

本稿でも何度か中国の過剰生産設備、在庫について書いたが一向に改善の兆しはない、この問題は既に何年も

前から指摘されているが国内での過剰の波が近隣諸国を襲っている構図に変化はない。

雇用問題があるので大なたを振るうわけにも行かないが、中国経済の懸念材料として大きな問題となっている。

今回は最近の問題点を追ってみたい。

鉄鋼、セメント、非鉄金属、資源関連等従来から過剰投資が指摘されてきたが中国の超高度成長は投資に

よるもので、殆どすべての業界で過剰投資が問題となっている。既に各分野で大型企業の倒産が表面化する

懸念が出てきた。通常の国では表面化した場合でも である程度カバーできるが中国の場合 の

整備の遅れがあり最近ではこれに対する批判が政府内部でも出始めている。 月 日付け香港紙

以下 と略す によると李克強首相は「今後は国家として破産企業を救済することはしない」と

伝えられているが逆に言えばこれまで全て国営銀行を通じて破産企業を救済してきたが財源問題もあり国として

は如何ともし難いと言っているようにとれる。以下個々の業種の状況を見てみよう。

鉄鋼

過剰在庫は既に指摘されているが粗鋼生産量が年 億トンで日本の粗鋼生産量の約 倍の 億トンの設備が

過剰となっている。この過剰分がアジア全域の鉄鋼市場を揺るがせている。その原料となる鉄鉱石だが、

今年 月初めにはトン ドルを割り中国の港湾在庫に押され ドルまで下落していた。ところが 月終わりに

かけ豪州側の増産に歯止めもかかり値下がりは一服状態と見られていたが 月に入り 月の豪鉄鉱石価格は

前期比 安と発表された。 年のピーク時に比べると 下がったことになる。

中略

国内で生産制御不能に陥り海外でダンピングという一世紀も前の貿易戦争をしているようなものだ。

中央政府は従来から投資助長策を取りながらここにきて過剰生産能力の問題は海外移転を通じて解決すべき

と言うがいかにも中国らしい解決法だ。海外での生産設備の建設と国内の既存生産設備の海外移転を謳って

いる。但し過剰生産設備の海外移転は簡単には進まない。資金繰りの問題もあり河北省の鉄鋼業界が悲鳴を

上げている。更に生産能力を 千万トン削減するには 万人以上の雇用を奪うことになるので政府の思惑通り

には行かない。



上記事のように、新シルクロード経済圏（「一帯一路」とも呼ぶ）構想と、

中国主導のアジアインフラ銀行（ＡＩＩＢ）の設立の主たる狙いは、

生産過剰に陥っている鉄鋼、セメントや多くの関連産業の救済のようです。
ウィキペディア アジアインフラ銀行

創設メンバーとなるための期限である 年 月 日までに、イギリス、ドイツ、フランス等ヨーロッパの主要国を

含む 大陸 の国と地域が参加を表明した[2][3]。

年末の業務開始を予定している。

中国共産党の機関紙である人民日報系の国際金融報によれば、発足後は北京市とイラク・バグダッドを結ぶ

鉄道を初融資に予定してるという[11]。

＃銅など非鉄金属の場合

中略

＃中国の過剰生産による安値で低迷する商品

中略

＃他の業種でも過剰設備だらけ（中国全土で在庫の山）

＊ 各地方政府は メーカーへの補助金支給によって 産業の育成を計ってきたが補助金停止の噂に

よって業界が揺れている。補助金に支えられた投資が生産過剰を招き広東省珠海市の徳豪潤達電器は黒字

が補助金によるものと市場で騒がれている。

＊乗用車 中国自動車工業協会によると自動車在庫は今年に入って 万台増加とのこと前年同期を 余り

上回る。完成車メーカーが相次いで工場新設に走る一方需要は減退している（ が中国での事業拡大に

走り、特に は 年の計画で 万台の生産体制とするとしている。 も青島、天津での新工場建設

を発表。両社とも中国での販売が好調なのでここで一気に他メーカーを引き離そうとの作戦）更に現代も

工場新設し生産能力を 増やすとしている。このまま進めば今年の年末には中国全体の生産能力は

万台以上と見る向きもある。中国の新車需要を年間 万台と見ても世界の需要の となるので

万台となると途方もない数字となる。（トヨタも中国に新工場設立を発表したが合弁会社が資金調達を

行うのでトヨタの実質的持ち出しは無い。増産も 万台程度で中国での生産能力過剰と景気減速に対する

不安が投資内容と一致している。）

＊その他にも石化、合繊原料、太陽電池等過剰業態は限りない

商品ではないが鉄鉱石、石炭等ばら積貨物の輸送量は日本郵船の発表では 年までの 年間で 倍と

されている。中国の買いによる鉄鉱石などによるものだが輸送量が伸びても運賃は安値が続いている。

バルチック海運指数は 年 月 と過去最低水準となった。問題は荷動き以上に船舶の供給過剰による

ものだ。世界全体の造船能力は実需の 倍あるとの説もある。造船業界にも投機資金が流入し特に中国の

造船業の過剰は問題だ。

中略

＃過剰生産能力の淘汰はできるのか

鉄鋼、電解アルミ、板ガラス、セメントについては中国工業情報省が拡張、改築も含め新規工場の建設を規制

すると発表した。昨年夏に方針が出て今回ようやく実施要領が出た訳だが新規工場の建設規制となっており

既に過剰な設備をどうやって淘汰するのかは明らかでない。実際に過剰設備を廃棄するのは不可能であろう。

中国の場合、膨大な低賃金労働力を市場に提供したため多国籍企業は競って工場進出が進んだ。

これによって投資主導型の高度成長が始まり工場建設と共に生産能力も増え輸出投資主導型の成長となった。

但しこの結果は生産能力が需要を上回った。今この投資バブルは崩壊に向かっている。

アジア投資銀行（ ）の狙うところは鉄鋼やセメントの過剰のはけ口としてアジアへの投資を狙ったものであろうが

そんなに簡単なものではない。 何れにせよ過剰生産能力の淘汰は不可能に近い。



２０１４年に、不動産バブルの崩壊が危機的状況になってきた時に、習近平政権は株式の値上げ

を意図的に演出して、不動産バブルの崩壊を一時的に防いできました。

そして、株式バブルの演出の次に打ち出したのが、アジアインフラ銀行（ＡＩＩＢ）の設立のようです。

株式バブル、不動産バブル、過剰な生産設備と人員を抱える多くの産業の設備投資バブルが

弾けつつある現状を打破する最後の砦が、アジアインフラ銀行（ＡＩＩＢ）の設立だと考えているようです。

アジアインフラ銀行（ＡＩＩＢ）が発行する債券からの資金で、新シルクロード経済圏構想の膨大な鉄道、

道路、橋、港湾などのインフラ整備に投資してゆこうとの計画のようですが、これまでの実需を考慮に

入れない無謀な設備投資や不動産投資の実績を見る限り、成功する可能性はなさそうです。

現在、習近平政権は、設備投資バブル、不動産バブル、株式バブルの崩壊を、様々な資金を投入して

必死に防いでいます。 設備投資バブルの崩壊は多くの失業者を生むことになります。

人民元がＳＲＤの国際通貨に認定され、アジアインフラ銀行（ＡＩＩＢ）の活動を成功させることが

最後の頼みの綱となっているようです。

しかし、それらの実現の可能性はなく、設備投資バブル、不動産バブル、株式バブルの崩壊が今後も

進行してゆくことは確実だと思います。

一般的に、株式バブルが弾けてから実体経済に影響が現れてくるまでには、

半年ほどのタイムラグがあると言われています。

今回の中国の場合は、６月に株式バブルの崩壊が始まりましたが、国家権力が資本主義経済の

常識にとらわれない強引な市場介入を続けている現状では、株式市場のさらなる崩壊や

設備投資バブルや不動産バブルの崩壊が、どのように進行してゆくのかは定かではありません。

今後、中国の経済崩壊がより顕著に表面化してきた時、

３大派閥や軍部が絡んだ内乱が表面化してくるでしょうが、その時期は明確ではありません。

今後は、中国発の経済危機に備えることが肝要ですが、その後は中国発の軍事危機に備える必要が

生じてくるかもしれません。

今回のコラムでは、中国の継承されてきた国家体制の特質と、その国家体制に染まっている政治と軍部

の中枢の方々の思想や構想が、中国を危機的な状況に向かわせていることを警鐘してきました。

しかし、多くの中国の市民の方々や若い人たちの多様な思想や考え方にはふれていません。

インターネットで多様な情報を得られる今日では、若い人たちの考え方の変化も多様で、

変化のスピードも早いことでしょう。

私が警鐘したいのは、中国や海外に生産諸点をお持ちの経営者の方々が、中国の経済崩壊の

経済的な側面だけにフォーカスすることなく、政治・軍部の内部抗争の進展を重視して、対策を講じて

ゆく必要性があるということです。

また、日本の経営者の方々が、中国の政治や軍事の中枢におられる方々の考え方が、資本主義の

常識や人道主義の常識とは大きく異なっていることを、彼らの発言からではなく、行いから認識されて、

中国のバブル崩壊が政治体制の崩壊と変革をも誘発してゆき、世界中に多様なインパクトを与えて、

中国貿易に関わっていない企業にも影響が及んでゆくことを推察していただきたいと思っています。



しかし、中国の経済崩壊や内乱の不安ばかりに思考を集中していると、気力や活動力は低下して

ゆき、判断を誤まることになりがちです。

『中国の凋落と日本の役割』でも記述しましたように、自分のまわりの人々との間に喜びや一体感を

育んでゆくことが、安定した精神状態を保ち、最も有効な危機対処法になる思っています。

家族、従業員、友人の方々との感謝や思いやりのコミニケーションに努めて、気力や喜びを増しつつ

これからの経済試練に対処してゆかれますよう、お勧めさせていただきます。

昭和の大恐慌の最中に、感謝と喜びで全社一丸となった松下電器が、不況の最中に業績を伸ばして

いったエピソードは、『感謝と喜びのエネルギーが繁栄を引き寄せる』 ということが普遍的な真実である

ことを証明しているのではないでしょうか。

企業は、経済的な試練期の最中でも、利益を上げ、繁栄を続けてゆかねばなりません。

以下に、松下幸之助翁のエピソードを、５つご紹介させていただきます。

山形

経営の神様”松下幸之助物語” 京セラ

年 月 日 水

ずいぶん価値のある大仕事をした男がいる。

その男、”京セラ”をつくり携帯電話会社の ” ” をつくり、

今は、無給で、日本航空の立て直しに命を削っている。。。

もうすぐ８０歳だというのに。。。

わたしは、アメリカの友人に言われた。

”日本には、人はいないのか？” と、

その男の名は、稲盛和夫（いなもりかずお）さん

さすがに、わたしも、彼の名前を呼び捨てにして文章を書くことはできない。（笑）

本日は、稲盛和夫さんの語ったことばから。。。

松下電器（現パナソニック）を感じてもらいたい♪

” 生半可な努力では、神様は助けてくれないのです。 ”

稲盛和夫さんが、京セラを創業してまもない頃

松下電子工業（現・パナソニック電工）から

ブラウン管のキーパーツ・ 字ケルシマの受注を受けて納めていた。

当時、松下の値引き要求は、ウルトラ凄まじい（すさまじい）ものだった。

”一割下げてください。”

稲盛さんは、松下の要求どおり下げた。



すると、翌年、さらに松下は、もっと厳しい要求をしてきた。

”二割下げてください。”

稲盛さんは、ココロの中で思った。。。

”納品量が増えたわけでもないのに。。。”

松下の言い分は、

”前の値段から、１年も経ったのだから二割下げてください。”というのが値引き要請の理由だった。

稲盛さんは、しかたなく、さらに二割下げた。

さらに、松下からの値引き要求は続いてゆく。

やがて、日本は高度経済成長期。

テレビの受注量も増えていった。

すると、松下は、

”そろそろ量産効果が上がっただろうから値引きをしてください。”

”製造技術に習熟したはずだから安くなるはずです。” といって

再び稲盛さんに値引き要求をしてきた。

この頃、関西で、あるうわさが流れていた。

”松下は、下請けつぶしだ。”

”松下は下請けを喰って大きくなった会社だ。”

事実、松下と取引したあと、倒産した会社は少なくなかった。

しかし、倒産していった会社の多くが、

不思議と？？？

松下の厳しい値下げ要求に腹を立てて去っていった会社ばかりだった。

松下と取引している間は、倒産していないのだ。

稲盛さんはこの時、こう考えたそうです。

”ようし、おれは、逆に、恨みを”内側”にむけてやれ！”

”松下にそれだけ言われるのなら、とことん合理化し、安くつくってみせようじゃないか”

松下の要求はさらに激しさを増す。

こんどは、稲盛さんに

”会社の決算書をもってこい”と要求してきた。

稲盛さんが、松下に決算書を持ってゆくと。。。さらに。。。要求された。。。

”お前のところは、利益の出しすぎだ！”

”もっとまけられるはずだ。”

”一般管理費が、こんなに要るわけがない。”

”まだ、あと３％は値引きできるはずや”

稲盛さんは困り果てた。。。

” これでは、儲けがなくなってしまう。。。 ”



山形

経営の神様”松下幸之助物語” 巨人たちの会話

年 月 日 月

わたしには尊敬する会社がある。それは、トヨタ自動車♪

今日は、松下電器（現パナソニック）と、トヨタ自動車との仕事のやり取りを紹介したい♪

昭和３０年代後半、日本は貿易自由化を迎え、国際競争に勝つため、国内の自動車メーカーは

軒並み価格の見直しを始めていた。

とくに、トヨタ自動車のコストダウン要求は、凄まじいものだった。。。

この頃、業界では、こんな風に、トヨタ自動車は表現されていた♪

”乾いた雑巾（ぞうきん）を しぼって、水を出す会社”

松下通信工業は、トヨタ自動車に、カーラジオを納品していた。

松下通信工業会議室。。。

”なんぼ なんでも無茶や ”

”トヨタの仕事をうけていたら会社は潰れてしまう！”

”もうトヨタとの取り引きは、終わりや ”

会議室に、松下幸之助が入ってきた。

松下幸之助

”いったい どうしたんや ”

しばらくして、稲盛さんは、松下に、脚色した決算書を持って行き、訴えた。

” このとおり、ついに赤字が出てしまいました。”

”５％の適正利益はいただきたい！”

すると、松下の購買係りは、稲盛さんに言った。

”では、もう納めなくていいよ。”

この瞬間、若き日の稲盛和夫さんは。。。

”原価計算なんて、なんの意味もない。”

”あるのは、ただ一つ冷徹な市場価格だけなんだ。。。”

松下が、”もう納めなくてよい。” と簡単にいう言葉の裏には、

同業他社が、同じ製品を、うちより１円でも安く納められるという事実があるわけで、

それは、うちの努力が足りないということなんだ。

だから。。。松下の強烈な値引き交渉に腹を立てて去っていった会社が、

その後、倒産してしまうのは、つまりは、競争力がなくなってしまっていたからだったんだ。

それなのに、倒産を、他人（松下）のせいにしていたのだ。

稲盛さんは笑っていう。

”松下さんには、徹底して鍛えられましたよ！”

”おかげで世界で通用する会社に育てていただきました。”

”松下は人をつくる会社です。 あわせて家電も作っております。”



社員

”トヨタさんから、自動車の輸出をするためには、価格を、今以上に うんと下げなければやっていけない。

ひいては、松下のラジオの納入価格を引いてくれ。” との依頼がきました。

松下幸之助

”なんぼ まけてくれ、とおっしゃってるんや。”

社員

”３０パーセントです。”

松下幸之助

”できるんか？”

社員

”とても出来ません。”

松下幸之助

”現在、どのくらい儲けているんや”

社員

”３パーセントしか儲かっておりません。”

”ですから、ここは値下げ幅を交渉するしか道はありません。”

松下幸之助は、話を聞いて驚いた。

”３パーセントというのは どういうことや。”

”そんな少ないことでは話にならんやろ”

”ましてや、さらに値下げ交渉を考えとるとは。。。”

社員たちは、松下幸之助が、トヨタ自動車の無茶な値下げ要求に腹を立てるものとばかり思っていた。

す。る。と。

松下幸之助

”トヨタさんは正しい。”

社員たち

？？？？？？？？？？？

社員の中には。。。

社長（松下幸之助）は、

小学校中退なので、計算が出来ないのかと思うものもいた。

松下幸之助

”かりに、わいがトヨタの経営者やったら、やはり、同じ事をするやろ。

その要求は当然や。”

社員

？？？？？？？？？



松下幸之助

”日本を想う。 日本の産業をどうするのか？ 高い見地から考えれば当然のことやないか。

松下が、協力しなくてどないするんや。”

”３パーセントしか利益が出ていないのなら、３０パーセント引いても、１０パーセント儲かるように、

そっくり頭を入れ替えるんや。”

社員たち

”。。。。。。。。。。。。。”

松下幸之助は、企業の適正利益とは１０パーセント。 という強い信念を持っていた。

人間、５パーセント、７パーセント程度のコストダウンならなんとかやりくりして達成できるかもしれないが、

３０パーセントという大きな値引きを達成するためには、

もう、今までの仕事の延長線上の考え方では不可能であり、

発想を根本的に転換する必要があると考えていた。

会議後、ラジオ事業部は、血の出るような思いで、

ラジオの設計を一つ一つの部品から見直していった。

やがて、半年後、ふたたび、松下幸之助は、松下通信工業を訪れた。

松下幸之助

”どや、あの件は ”

すると、幹部の一人が、はれやかな表情で答えた。

”おかげさまで、一割儲かるようになりました。 ”

松下幸之助は、その幹部にこう話をした。

”これは、トヨタさんが、３０パーセント引きという強い要求を持ってきて下さったおかげで、

発想の転換が出来たんや、だから、利益が３パーセントから、１０パーセントに向上したんや。

トヨタさんに感謝せなあかん。”

その後、ある会合で、松下幸之助は、トヨタ自動車の会長に会った。

松下幸之助

”その節はお世話になりました。”

トヨタ自動車会長

”？？？？？？”

松下幸之助

”トヨタさんのおかげで、 いいことに気づかせてもらいました。

トヨタさんに喜んでもらえ、そのうえ、うちも１割の利益が出るようになりました。

おおきに。”

トヨタ自動車の会長は、

松下幸之助のこの話を聞き深い感銘を覚えたという。

こうして、松下は、毎年１５０億円以上ものお得意様を獲得したのだった。



山形

経営の神様”松下幸之助物語”－アサヒスーパードライ－

年 月 日 木

１９６４年

暑い夏の日のことだった。。。

東京の五反田にある住友銀行に一本の電話がかかってきた。

当時住友銀行、五反田支店長は、

樋口廣太郎（ひぐちひろたろう）３８歳だった。

”もしもし樋口さんですか。松下です。”

樋口

”？？？。。。失礼ですが、どちらの松下さんですか？？？”

松下幸之助

”会長の松下です。”

樋口

”松下電器の。。。か、会長。。。

樋口は絶句した。

松下グループの総帥が。。。”

一支店長に。。。 直接、電話を掛けてきている。。。。

樋口が失礼を詫びるまもなく、松下幸之助は言葉を続けた。

”樋口さん、ええこと教えてくれはったな。

”おおきに ”

なんと、松下のトップみずからが、お礼の電話を掛けてきたのだった。

このお礼の電話の発端（ほったん）となった出来事がある。

樋口廣太郎は支店長に就任早々、一軒、一軒、歩いて取引先を訪問してまわった。

すると。。。あることに気がついた。

それは取引先の電気問屋や小売店主人の顔色がとても悪いことだった。

調べてみると。。。彼らは過剰な在庫に苦しんでいることが分かった。

その過剰在庫の原因は。。。松下電器からの”押し込み販売”だった。。。

樋口は、”これは放っておくと大変なことになる。”と直感し、

松下電器の財務担当取締役に、その情報を伝えたのだった。

財務担当から報告を受けた松下幸之助は、

すぐに樋口の行動に対して、直接、感謝の気持ちを伝えたのだった。

そして、このやり取りの後。。。あの、伝説の熱海会談が開催される。

そう、松下幸之助も、販売店側も、ともに涙を流しあいながら徹底的に話し合い

活路を見出していった会談。

”熱海会談”

２１



熱海会議の内容、先日書いたブログ♪

住友銀行、五反田支店長の樋口廣太郎は。。。

このとき巨大な企業のトップでありながら、

自ら進んでお礼の電話をかけてきた松下幸之助の姿勢と、

都合の悪い知らせに対して、

”ええこと教えてくれておおきに”と言える度量に深い感銘を受け、

以来、松下幸之助を師と仰ぐようになった。

そして、時は流れて。。。

樋口は、住友銀行副頭取から、

倒産の危機に瀕していたアサヒビールの経営建て直しのために、

社長としてアサヒビールに送り込まれたのだった。

１９８０年代中盤

アサヒビールは、ビールの市場占有率が１０パーセントを割り込んでいた。

ビール業界では第３位に転落していた。

人々からは。。。”アサヒビールは、もう”朝日”じゃないよ。”夕日”ビールだよ。と揶揄されていた。

住友銀行からアサヒビールに送り込まれた樋口の最初にとった行動とは。。。

東京の中央区新川にあるキリンビール本社へ行くことだった。

そこで樋口は、キリンビール社長に、深々と頭を下げ。。。

”わたしは銀行からやってまいりましたもので、この世界のことは正直なところよく分かりません。

恥を承知のうえでお伺いさせていただきますが、

いったいアサヒビールのどこがいけないのでしょうか”

と、アサヒビール社長の樋口は、キリンビール社長に尋ねたのだった。

すると、キリンビール社長は言う。

”アサヒビールの味はよくありません。 ”

”もっと原料を吟味し、味の改善を図るべきだと思いますよ。”と教えてくれた。

さっそく樋口は、キリンビール社長のアドバイスを受け、

徹底的に品質の改善、物流の改善、

そして、モノマネではない真の商品開発に力を注いでいった。

そして、出来上がったビールが。。。そう、あのビールだ。

”アサヒスーパードライ”

”キレのある辛口”という新ジャンルのビールだった。

このビールは広く日本国民のココロを揺さぶった。

１９９６年６月、

アサヒスーパードライは、とうとうキリンビールのラガービールを抜いて月間シェア の座についたの。

当時、樋口からアサヒビール社長のバトンを受け継いだ瀬戸雄三は、

７月１日の夕方、全社員を本社、社員食堂に集め、この快挙を報告した。

瀬戸は、このとき、不覚にも社員の前で感極まって号泣してしまう。

２２



そして、１９９７年

アサヒスーパードライは年間シェアでも、キリンラガービールを抜いてビールシェア １となる。

１９９８年には、加速するアサヒスーパードライの売上は、

キリンのラガービールと、一番搾り生ビールという二枚看板のビール合計シェアよりも多くのシェアを

わずか一種類で獲得してしまったのだった。

アサヒビールは、とうとう王者キリンビールを抜き去った。

こうして樋口は、倒産の危機に瀕していたアサヒビールを見事に立て直した。

樋口のこのときの手法。。。

そう、樋口が若き日、住友銀行の一支店長時代に感銘を受けた、

松下幸之助の行動と、どこかオーバーラップする。

気のせいだろうか。。。

”実るほど、こうべをたれる稲穂かな ”

山形

経営の神様”松下幸之助物語” 愛情

年 月 日 木

ここは松下電器（現在のパナソニック）。。。社長室。

二人の男

人事部長 ”彼には。。。 いまのポジションは、荷が重いのではないでしょうか。。。”

ここは、少し前の。。。日本。

トランジスタから チップへ技術革新が起こったとき、日本の家電業界は嵐が吹き荒れていた。

その嵐のひとつに、後世の人々から、電卓戦争と呼ばれる出来事があった。

今では、想像もつかないと思うが。。。電卓がはじめて世の中に登場したとき、電卓は、めちゃめちゃ大きかった。

それは、現在のパソコンよりもはるかに大きかった。

まさに卓上の電気計算機（略して電卓）だった。

それが、ものすごい技術革新により、いまでは胸のポケットに入るサイズにまで小さくなっている。

価格も、１００円ショップで買うことが出来る。

じつは、むかし松下電器も、電卓を製造するメーカーのひとつでした。

そして、その電卓を作る部署を松下では電卓事業部と呼んでおりました。

ある日、電卓事業部の部長のところに、

他社でポケットに入るくらいの試作品の電卓がつくられた！との衝撃的なニュースが飛び込んできた！

その知らせを聞き、事業部長は。。。思考が止まり、真っ白になってしまった。

当時、松下電器の電卓は、古いワープロぐらいの大きさだったからだ。。。

それがポケットに入るのだから。。。

このとき、松下電器の倉庫には。。。大型電卓の在庫が。。。６億近く、残っていた。。。
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。。。。。。。。師走の押しせまった、１２月２４日。

本社から電卓事業部、部長のもとへ連絡が入る。

”大阪本社で経営会議をするから出てこい” という電話だった。

事業部長は、松下さんからやられるなぁ。。。 という重たい気持ちで会議にのぞんだ。

会議も後半に差し掛かり他の事業部は問題なく、それぞれの経営状態を報告し、

いよいよ電卓事業部の番となった。

電卓事業部長は、冷や汗をたらしながら事業内容を説明し、

不良在庫の処分については、なんとしても販売してみせます。と報告をした。。。

すると、松下幸之助さんは、

”これは、もう売れんやろ。”

”技術が突然変わって自転車が 急に自動車に変わったようなもんや。”

”それを無理して買っていただいても、買ったお客さんに迷惑がかかるだけや。”

”これだけは誰も予想できんかった。 他の会社も同じや。 仕方がない。”

”全部捨てい。”

” よう捨てんかったら。。。わしが買うたるわ。（笑） ”

” この話はこれでおしまい。 ”

このひと言で経営会議は終わった。

電卓事業部長は、帰りの最終便の飛行機にのって東京へ、

すると、忘れていた。 そういえば、今日は クリスマスイブだった。

旋回する飛行機の窓からは大阪の街が宝石のように見えていた。。。

すると、飛行機の中で、メリークリスマス♪。。。

機内サービスのポケットウイスキーが配られた！

ふつうの会社だったら。。。誰が見込み違いをしたのか？といって責任追及が始まる。

しかし。。。松下幸之助さんは、

これは技術の変化が早すぎたために起きた事であって、だれも予想が出来なかったことだ。

したがって責任追及をやればやるほど、社内はおかしくなるだけであると考え、

松下さんは、”全部捨てい” の、ひと言で片付けてしまった。

すごい人だ。。。

冒頭の社長室の話に戻します。

人事部長は、松下幸之助さんに話をします。。。

”電卓事業部の部長、どう致しましょうか。。。”

”どうも、彼には、すこし荷が重たいのではないでしょうか？”

すると、松下幸之助はこたえる。

” なあ～に 予防注射がすんだようなものやから、もう大丈夫やろ。” と、みじかく答えた。

後で、その話を聞いた、電卓事業部長は。。。こんな話をしておりました。

” いまでも。。。帰りの飛行機の中でもらったポケットウイスキーは大事に保管しております。

もったいなくて飲むことが出来なかったのです。

ポケットウイスキーを眺めるたびに思うのです。

”経営とは何か” を教えていただいた、あの日のことを。。。
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山形

経営の神様”松下幸之助物語” 肩たたき

年 月 日 火

あるとき、松下幸之助は、

仕事は出来るのだが。。。思いやりの足りない。。。若い社員をつかまえて言葉をかける。

松下幸之助 ” きみ、アンマ（マッサージ）は、ようするか？”

若い社員 ”いいえ、しません。”

松下幸之助 ”お父さんや、お母さんの肩、もんであげへんのか？”

若い社員 ”ええ、もみません。”

松下幸之助 ”それじゃあ、きみは、あんまり出世できんな。”

若い社員 ”アンマと、出世と、いったいどんな関係があるのでしょうか。”

松下幸之助

” 豊臣秀吉はね、若い頃アンマがうまく、それが気に入られて出世の道が開けたらしい。”

ほんとか、うそか、よう知らんけど小説にはそう書いてあった。”

ぼくは、これは一面の真理やと思う。 ”

若い社員

”。。。。。。。。。。。。。”

松下幸之助

”それはね、アンマ事体のことより、結局は、心の問題や。”

たとえばきみが、緊急の仕事で課長といっしょに遅くまで残業したとする。

そんなとき、きみは若いからどうもないだろうが、

きみのお父さんと同じくらいの年の課長は、やはり疲れてくる。

それを見て、きみが、”課長、いっぺん肩でももみましょうか”と言ったらどうなるか。”

”そうか、それはすまんな。”と いって背中を向ける課長もあるだろうし、

”いや結構だ、ありがとう。”と断わる人もいるだろう。

しかし、たとえ断わったとしても、課長はきみのそのひと言で、どれだけ慰められ、元気づけられるかわからない。

そして課長の口からも”きみ、ご苦労さんやったな”といたわりの言葉が出てくるにちがいない。

そういう心の通いあいが、職場を明るくし仕事の成果を高めることになるわけで、

だから、きみがそういうひと言を真心から言える人であれば、仕事もうまくいくし、みんなの信頼も得ることができる。

出世も間違いなしだと思うのだが、きみはどう思うかね。”

松下幸之助は、若い社員に、

”仕事は、仕事だけではない。”と、

さりげなく伝えたのだった♪

松下幸之助の言葉

” 人の長所が多く目につく人は幸せである。 ”
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２０１５年１０月２０日 明日香地震気象研究所 松本安生

私は、山形 様の松下幸之助翁のエピソードを読んで、更に深い感銘を受けました。

過酷なビジネス世界の生き残り競争の最中でも、きめ細やかに人を思いやったり、感謝したり、

励ましたりされる松下幸之助翁の生き様には感動いたしました。

「血の小便が出るほど苦労しましたか」と言われた言葉は有名ですが、

「松下は人をつくる会社です。 あわせて家電も作っております。」

と常々おっしゃっておられたように、人を育てることにも生涯熱心に取り組まれたようです。

京セラの稲盛和夫様が松下電器の値下げ要求に必死に取り組み企業体質を強化していったこと、

松下電器がトヨタの値下げ要求に積極的に取り組み、値下げと利益の増加を達成したこと、

以上のエピソードも、当時の日本の多くの企業が実践していたことであり、

その礎と伝承があるからこそ、今の日本企業の国際競争力の高さが維持されているだと思います。

中国の国営企業や特権階級の利権で守られている大企業には、この日本のようなプロセスがなく、

今までは、先進国の技術指導と、安い人件費の利点で繁栄できた、といえるのではないでしょうか。

中国の経済崩壊が進行してゆくプロセスで、中国政府の指令で動く国営企業や大企業が、

国際競争力を高めてゆくことは不可能に近いといえるのではないでしょうか。

山形 様のブログには、下記のような項目もあります。

多くの人々に影響をを与えたカリスマ経営者の方々のエピソードが、

山形 様の心に響く文章で、感動的に伝わってきます。

の考え方

マザーテレサ物語

松下幸之助物語

ヤマト運輸、小倉昌男

大原孫三郎

江崎グリコをつくった男

キューピーマヨネーズ創業者、中島董一郎

本田宗一郎物語

トヨタの来た道

カップヌードル物語

シャープ創業者 早川徳次

私が学んでいる最新の心理学では、人の心の本質は愛や思いやりであり、愛や思いやりは努力して

獲得するものではなく、キッカケさえあれば、自然に湧きあがってくるものだと説かれています。

感謝、愛、思いやりのエネルギーから、喜びや熱意に溢れた行動が生まれます。

生まれ持ってそなわっている愛や思いやりの心は、恐怖の感情に覆われて感じられなくなることが

あっても、身近な人との真剣なコミニケーションを通じて高めあうことができるようです。

恐怖心は人の心の本質ではありません。 全ての人の心の根源には、愛や思いやりがあります。

恐怖心を受け入れ、感じ、理解し、氷解させる力が、愛や思いやりの心には備わっているそうです。

ほのかな愛や思いやりのある家庭、コミニケーションや一体感のあるチーム、心の交流の多い会社、

であれば、苦難や試練も乗り越えて、奇跡的な成果も引き寄せることができるようです。

家庭やチームや会社での、キーマンの方の感謝や思いやりの実践に、組織の命運がかかっています。
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