
前回の『中国及び日本経済の動向 ９月１５日』 では、

２０１３年末頃から現在までの中国経済の動向を、大まかに俯瞰してみましたが、

今回のコラムの作成のために、中国バブルの内容について、更に掘り下げて入念に検証してみました。

中国経済の専門の方々のコラムやユーチューブ動画を見たり、ネット記事を読んだりして、

中国バブルの内容について様々な角度から考察してみました。

その考察の結果を下記の順番でまとめてゆきます。

その１ ① 中国経済バブルの成長の背景

その１ ② 中国政府が経済バブルの崩壊を恐れる理由

その２ ③ 政府主導の株高誘導

その２ ④ 株バブルの崩壊と影響

① 中国経済バブルの成長の背景
現在の膨大な中国バブルの増大は、リーマンショック後の中国政府の金融暖和と財政放出にあると

言われています。

その概要を、津上俊哉様 の２０１５年９月４日の日本記者クラブでの講演から引用させていただきます。

非常に分かり易く説明してくださっています。

年（ 歳） 東京大学法学部を卒業。通商産業省（現・経済産業省）に入省。

産業政策局商政課に配属される。

年（ 歳） 外務省に出向し、在中国日本大使館経済部参事官に任命される。

年（ 歳） 通商政策局北西アジア課長（現・北東アジア課長）に任命される。

年（ 歳） 通商政策局北東アジア室長に任命される[1]。

津上俊哉

出典 フリー百科事典『ウィキペディア

津上俊哉（つがみとしや、 年 ）は日本の現代中国研究家・

経済評論家・コンサルタントである。

専門は中国経済。（有）津上工作室代表を務める

日本記者クラブ

津上俊哉現代中国研究家「どうなる中国経済」②

年 月 日 〜

前略

本題に入りたいと思います。

中国が７％成長しているということになっていますが、比較的正直に経済を反映すると思われる統計を

つかまえて比較すると、２年前に比べて伸びが半分ぐらいに落ちているのですね。

中略



全体として、このグラフから申しあげたいことは、今、中国経済というのは全部ひっくるめてみても、多分、

５％成長はしていないという気がしますが、他方でみんなが悪いわけではなくて、業種、地域によってまだらだ、

ということであります。

中略

それらを全部ひっくるめてならすと５までいっていないかな、３と５の間ぐらいと思ったらいいのではないかと

いった感じです。

なんで今の中国経済はしばらく安静にするしかないかと言うと、

リーマンショックの後の４兆元（約７６兆円）をスタート地点にしてですね、借金で投資をし過ぎたという、

投資バブルをやっちゃいました、ということだからであります。

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。

ということになって、どこかでやめる日が来る。

その反動の下振れで、ドーンと経済がマイナスの方向にスイングしてしまう、ということで、もがき苦しんでいる

のが、今の中国であって、当たり前の話だと思うんですけれども、皆さんは、これまで、中国の高成長が

いつまでも続くと思っていらっしゃったのですかね。

後略

津上俊哉様 の解説で、中国が、負債のお金の膨張（バブル）を伴って急速な経済成長をとげてきたため、

これからは、巨大化した負債（バブル）の清算をしてゆかなければならないことがよく分かりました。

中国経済バブルの中で、中核となっているのが不動産バブルです。

１９８０年代の日本のバブルは、土地価格の暴騰が中核でした。

戦後から土地は一度も値下がりしたことがなく上がり続けてきたので、「日本では土地は値下がりしない」

という「土地神話」を多くの人が信じていました。

「東京の土地の値段でアメリカ全土が買える」と言われたほどの暴騰ぶりでした。

土地は増やすことができないので、土地価格が異常に上がり、流通するお金が増えてゆき、株も連動して

上昇してゆくというバブルでした。

しかし、中国の場合は、土地は全て国有なので、不動産バブルの質が日本とは異なります。

地方政府は農民から強制的に安い値段で「土地の使用権」を返還させ、高い値段で使用権を開発業者

に与えることをして、莫大な利益を得てゆきました。

そして、需要を無視した工場群やマンション群を建設することによって、巨額の賄賂も得てゆきましたが、

膨大な負債を増やしてゆくことになりました。

地方政府の傘下以外の不動産開発業者も、シャドウーバンキングから得た高利の資金で需要を無視した

建物の建設を続けてゆきました。

不動産は値下がりしないという日本のような「不動産神話」があり、利殖のために複数のマンション持つ

お金持ちが多い中国では、不動産バブルは、建物の過剰生産を主体としたバブルのようです。

都市部のマンションは値段が高騰していったようですが、へき地では鬼城が増加していったようです。

２０１４年１０月の時点で、人の住まない空室マンションは少なく見積もって８４００万戸もあったそうです。



シャドウバンキング解体新書 ２０１３年夏

当サイトは、 年より突然日本のメディアに出現した、中国の「シャドーバンキング（影の銀行）」問題について、

わかりやすく解説していきます。

中国は本当に不動産バブルなのか？

当サイトでは、当たり前のように各ページで「中国の不動産バブルが～」という表現を使っています。

シャドーバンキングの存在が、中国の不動産バブルを助長していると見ているからです。

しかし、本当に現在の中国で不動産バブルが起きているのか？疑問に思う人も多いでしょう。

もしバブルでは無いのであれば、シャドーバンキング問題自体が無意味な議論となりますから、

重大な誤解になります。

しかし、当サイトでは中国は「不動産バブルである」と断定しています。

ただし、当サイトの言う中国の不動産バブルの意味合いは、一般的な不動産バブルのケース

（ 年代の日本や、 年代の米国のサブプライムローンなど）とは、根本的に違います。

そして、生じるリスクも異なると考えています。

実は中国の不動産価格の推移や、家賃の上昇率などは、バブルという表現を使うほどでもありません。

日銀のレポート『最近の中国住宅市場の動向について』を見ると、 年から 年までの 年間で、

住宅価格の上昇率は ％に届いていません⇒日銀レビュー 年 月（ ファイル）

一方で日本のバブル期（ ～ 年）の 年間では、不動産価格は 倍近く上昇しています⇒

日銀レビュー 年 月（ ファイル）（ ページ目）。

このように、単純に住宅価格の上昇率だけを見れば、中国のバブルはさほど危険な水準では無いように見えます。

しかし、不動産価格の変動だけを見ても、バブルの危険性は理解できません。

中国で問題な事は、シャドーバンキングの規制が不十分な為に、不動産融資が止まらないことです。

中国の不動産価格上昇率がさほど高くないのは、既に不動産の供給が過剰だからです。

最初の の ページ目に、中国の住宅着工床面積の伸び率と、住宅の在庫率のグラフが載っていますが、

共に猛烈なペースで伸びていることが分かります。 住宅の開発が多すぎるので、需給バランスが崩れて、

不動産の値段が伸びていないのです。

中国は不動産の供給過多、日米は需要過多のバブルだった

つまり中国の不動産バブルは、日本の 年代のように「需要過多」で価格が暴騰しているのではなく、

「供給過多」という意味のバブルです。

日本では不動産を買いたい人が多くて値段が釣り上がっていましたが、

中国では価格が上昇するバブルではなく、不動産を無闇に作りすぎているという意味のバブルなのです。

日本の 年代や米国のサブプライムローン＝価格上昇バブル

現在の中国＝不動産の供給過多のバブル

供給過多による不動産価格の伸び悩みは、不動産デベロッパーが損失を抱え、大量の不良債権を抱えるリスク

があります。 そして、中国の は半分近くが総固定資本形成（≒不動産開発）が占めているので、不動産開発

の減少は、経済成長を大きく減退させてしまいます（※注 ）。

従って、シャドーバンキング問題が破裂した際の、中国経済への悪影響は、日本の 年代やアメリカの

サブプライムローンよりも、大きくなるリスクが高いのです。

２０１３年夏 作成

下記の 「シャドウバンキング解体新書 」 では、中国不動産バブルの実態を的確に説明しておられます。



② 中国政府が経済バブルの崩壊を恐れる理由
リーマンショック後の２００９年から始まった、製造業の設備投資、不動産投資、政府のインフラ投資

などの政府主導の経済活動は、次第に実需を無視したバブルの増加を生んでゆきました。

最も大きなバブルの不動産バブルの崩壊が本格化しだした２０１４年中盤の実情が、

中国事情に精通しておられる、石平様のコラムで詳細に説明されていました。

チャイナ・ウォッチャーの視点

不動産経営者の夜逃げラッシュが招く中国経済の崩壊

年 月 日（ ）

「早く売り捌いた方が良い」

月 日の中国指数研究院の発表によれば、今年 月の全国 都市の新築住宅販売価格が前月比で ％

下落し、 月、 月以来 カ月連続の下落となっているという。 そして 月 日に中国国家統計局が公表した数字

を見ると、 月に全国の主要都市の 都市のうち、不動産価格が下落したのは 都市にのぼる。

その中で、たとえば 月 日に新華通信社が配信した記事によると、全国の中小都市では各開発業者による

不動産価格引き下げの不毛な競争が既に始まったという。 開発業者が競ってなりふり構わず価格競争に

走れば、それはすなわち不動産価格総崩れの第一歩であることは誰もが知るところであろう。

月 日、山東省済南市にある「恒生望山」という分譲物件が半月内に ％程度の値下げを断行したことで、

値下げ以前の購買者が抗議デモを起こした。 月 日には、広東省珠海市のある分譲物件は値段が一夜に

して 分の も急落したとのニュースがあった。 そして 月 日、大都会の北京市では一部の不動産物件で ％

以上の値下げが断行されたと報じられている。 この一連の動きは、「総崩れ」が既に目の前に迫ってきている

ことの前兆であろう。

こうした中で、不動産バブルの崩壊は不可避とする声があちこちから聞こえてきた。

月 日、新華指数公司首席経済学者の金岩石氏は「中国の 割の都会で不動産バブルが崩壊する」と

警告した。 また 日には、中国最大の自動車ガラス製造企業・福躍硝子集団のオーナー会長曹徳旺氏は、

香港フェニックステレビの番組で「不動産バブルの崩壊は時間の問題だ」と言って投機のために不動産を持った

人に「早く売り捌いた方が良い」と薦めた。 そして 日、高名な経済学者で北京天則経済研究所理事長の

茅于軾氏は、「中国の不動産価格は今後、半分以下に落ちるであろう」と断言した。

中国国内の実状をよく知る人々のリアリティある発言からも、どうやら史上最大規模の不動産バブルの崩壊

はいよいよ、目の前の現実となってきている模様である。

不動産バブル崩壊の最大の原因は、今年 月 日に掲載した

『既に始まった中国史上最大の不動産バブル崩壊劇』で指摘した通りのものだ。

要するに、 年代に入ってからこの十数年間、中国政府はずっと、お札をバンバン刷って金融緩和を行い、

民間の不動産投資の拡大を刺激するような方策で経済の高度成長を支えてきた。

石平 せき・へい 中国問題・日中問題評論家

年、中国四川省生まれ。北京大学哲学部卒業。 年に来日。

神戸大学文化学研究科博士課程修了。 年に『なぜ中国人は

日本人を憎むのか』（ 研究所）を著して以来、評論活動へ。

近著に『私はなぜ「中国」を捨てたのか』（ワック）、『日中をダメにした

９人の政治家』（ベストセラーズ）などがある。



しかしこのような節度のない経済政策の結果、市場に流通する貨幣が溢れすぎて「流動性過剰」という

現象が生み出された一方、過剰になった貨幣の多くは不動産投資に流れ込んで価格を高騰させてバブル

を膨らませた。 市場に流通している貨幣が溢れすぎると、それが当然インフレの発生 物価の高騰を招くこと

となり、食品を中心とした物価の高騰が目の前の現実となると、それが原因で社会的不安が高まることを危惧

した中国政府は一転、貨幣の供給を抑制する金融引き締め政策を実施した。

そして 年からの金融引き締めの中で、不動産開発業者に対する銀行からの融資が激減する一方、多くの

商業銀行は 年の秋頃から、個人住宅ローンに対する貸し出しを停止するという断固たる措置に踏み切った。

そこから始まったのがすなわち、不動産物価の販売不振 開発業者の資金繰り難 不動産在庫の値下げ処分

価格の下落という悪循環であるが、そのたどり着くところはすなわち不動産価格の総崩れ、

要するに不動産バブルの崩壊である。

問題は、不動産バフルが崩壊した後に中国経済がどうなるのかであるが、現在、全国の不動産投資の

国内総生産 に対する貢献度が ％にも達しているから、バブル崩壊に伴う不動産投資の激減は当然、

の大いなる損失、すなわち経済成長のさらなる減速に繋がるに違いない。 しかも、バブル崩壊の中で多くの

富裕層・中産階級が財産を失った結果、成長を支える内需はますます冷え込み、経済の凋落によりいっそうの

拍車をかけることとなろう。

しかし問題の深刻さは、それだけにとどまらない。不動産バブルの崩壊に伴ってその次にやってくるのは、

全国規模の金融危機の発生なのである。

「邯鄲恐慌」で「経営者夜逃げラッシュ」

不動産バブルの崩壊に伴う金融危機の発生、それは一体どういうことなのか。

実はこの原稿を書いている 月 日現在、中国河北省の邯鄲市という中規模都市で吹き荒れている

「邯鄲恐慌」の嵐が、この事情を端的に物語っている。

今、全国のマスコミを騒がしている「邯鄲恐慌」は、今年 月下旬、邯鄲市内最大の不動産開発業者である

「金世紀房地産公司」で起きた経営者の夜逃げ事件から始まった。

金世紀房地産公司という会社は 年頃から邯鄲市で不動産の開発を始めて、以来十数年間、オフィスビル

や綜合商業施設、分譲マンションなど 件以上の不動産開発を手掛け、邯鄲市最大の不動産開発業者に

成長した。 一時は資産総額 億元 億円相当 の大企業として邯鄲経済界に君臨していた。

しかし 月下旬、この大企業のオーナー経営者である史虞豹氏が突如、すべての連絡を絶って家族と共に

夜逃げした。 地元財界を代表する経営者が 億元の負債を踏み倒してのこの逃亡事件は、邯鄲市全体に

大きな衝撃を与えた。

しかし衝撃はそれだけにとどまることはなかった。この夜逃げ事件に誘われるように、それからわずか カ月の

間で、「卓峰地産」、「万聚地産」、「武安銀信集団」、「華北錦魁地産」など、名の知られた不動産開発会社の

経営者たちが続々と逃げ出して身をくらませたり、あるいは自らの倒産を宣言したりした。

邯鄲市の経済界を揺るがした「経営者夜逃げラッシュ」の発生である。

山ほどの不動産在庫を抱えて

なぜ邯鄲市の不動産開発業者たちは競うように逃げ出すような事態となったのか。その背景にあるのは当然、

本稿の冒頭から記述した不動産バブル崩壊の全国的広がりである。

邯鄲市というのは人口 万人程度の中規模都市であるが、一時は 軒もの開発業者が群がり不動産の

開発を行い、需要をはるかに超える大量の不動産物件を生み出した。 しかし今年になってから全国的に

不動産が売れなくなり、邯鄲の開発業者たちは山ほどの不動産在庫を抱えるようになった。

年の 年間、邯鄲市での不動産販売面積は 万平米程度であったが、現在積み上った市内の

不動産在庫はその 倍近くの 万平米に上るという。

地元の開発業者たちの資金繰りが苦しくなっていることは言うまでもないが、それは結局、彼らの

「夜逃げラッシュ」を促した原因の一つとなった。



しかし、彼らには夜逃げするのではなく別の選択肢もあったはずだ。 手持ちの不動産在庫を大幅に値下げ

して売り捌いて資金を回収すれば生き残る道はあるのではないか 。 しかし現実には、この最後の道すら

彼らには残されていないのである。

というのも、今になって判明したことであるが、彼らがこの数年、不動産の開発を進めるために闇金融から

驚くべきほどの高い利息で大量のお金を借りていたからである。

たとえば前述の金世紀房地産公司の場合、抱えている 億元の借金のうち、実は 億元ほどが闇金融から

の借金である。 それ以外の夜逃げした開発業者たちも多かれ少なかれ、闇金融からカネを借りていた。

地元銀行による試算では、彼らの借金総額は約 億元 約 億円相当 に上っているという。

しかも、邯鄲の闇金融では、その年間利息は一律 ％という吃驚仰天の高い利息がついているのである。

開発業者たちがこれほどの高い金利で闇金融から借金しなければならない最大の理由は、やはり前述の

ように、政府による金融引き締めの中で正規の銀行がリスクの高い不動産開発に融資しなくなったことにある。

正規の銀行がカネを貸してくれないため、やむを得ず闇金融に手を出したわけである。

しかし問題は、闇金融からあれほどの高い金利で資金を借りると、開発業者たちに残される唯一の道はすなわち、

不動産価格が暴騰し続け、年間利息 ％の借金を返済できるほどの儲けを得ることである。

暴利があるうちは何とかやっていけるが、一旦不動産が売れなくなると、巨額の負債を抱えて高い利息の返済に

追われる開発業者たちが直ちに悲鳴を上げることなる。 その際、たとえば手持ちの不動産在庫を値下げして

売り捌いたとしても、闇金融からの借金とその高い利息の返済に足りることはない。

だとすれば、いっそのこと、借金そのものを踏み倒して夜逃げするのが最善策となる。

中略

「影の銀行」の破綻で経済破綻は免れず

もちろん、邯鄲で起きていることは邯鄲だけの問題ではないはずだ。 今年 月 日、中国新華通信社傘下の

『経済参考報』は、中国の金融事情に関する記事を掲載した。 金融市場で大きなシェアを占める「信託商品」は、

今年から来年にかけて返済期のピークに達し、約 兆元 約 兆円 程度の貸し出しが返済期限を迎えることに

なるという。

ここでいう「信託商品」とは、正規の金融機関以外の信託会社が個人から資金を預かって企業や

開発プロジェクトに投資するものであるが、高い利回りと引き換えに元金の保証はまったくないリスクの高い

金融商品。 中国の悪名高いシャドーバンキング 影の銀行 の中核的存在をなすのはまさにこれだ。

問題は、返済期を迎えるこの 兆元規模の信託投資がきちんと返ってくるかどうかである。

申銀万国証券研究所という国内大手研究機関が出した数字では、全国の信託投資の約 ％が

不動産開発業に投じられているという。 そう、邯鄲の実例でも示されているように、シャドーバンキングという

名の闇金融の主な融資対象の一つは結局不動産開発業者なのである。

そしてこれこそが、信託投資だけでなく、中国経済全体にとっての致命傷となる問題なのだ。

本稿の冒頭からも克明に記してきたように、今の中国で、不動産開発業はまさに風前の灯火となっている。

バブルが崩壊して多くの不動産開発業者が倒産に追い込まれたり深刻な資金難に陥ったりすると、信託会社が

彼らに貸し出している超大規模の信託投資が踏み倒されるのは必至である。邯鄲ですでに起きていることが

それを実証している。

そして前述のように、信託投資の不動産業への貸し出しはその融資総額の約半分にも達しており、今後広がる

不動産開発企業の破産あるいは債務不履行はそのまま、信託投資の破綻を意味する。

それはやがて、信託投資をコアとする「影の銀行」全体の破綻を招くこととなろう。

しかし融資規模が中国の国内総生産の 割以上にも相当する「影の銀行」が破綻すれば、経済全体の破綻は

もはや避けられない。 中国経済はただでさえ失速している最中であるが、今後において、不動産バブルの崩壊と

それに伴う金融の破綻という二つの致命的な追い打ちがいっせいにかけられると、中国経済は確実に「死期」を

迎えることとなろう。



２０１４年から加速しだした不動産バブルの崩壊は、株式市場の下落も誘発させる可能性の高い

中国バブルの大崩壊の序章でした。

しかし、習近平政権にとって、経済政策の失敗は、政権と命の命運がかかっているために、

絶対に避けなければならない最重要課題だったようです。

そのへんの事情は、２０１４年６月の石平様の記事で詳しく解説されています。

破滅へ向かう中国経済

四面楚歌の習近平政治介入する軍

年 月 日（ ） 石平 （中国問題・日中問題評論家）

月 日、中国中央テレビ局は習近平国家主席が中央財経領導小組 領導チーム の組長として会議を主宰した

ことを報じた。 「小組」とは、共産党中枢部において各領域別の仕事を指導するための非公式な意思決定機関、

というものであるが、中央財経領導小組というのは当然、党内において国の経済政策を決定するための

指導チームであり、経済運営の事実上の司令塔なのである。

この中央財経領導小組はもちろん以前から存在しているものであるが、江沢民政権時代の 年以来、

国務院総理、すなわち中国の総理大臣がその組長を務めるのが慣例となっていた。

たとえば今の李克強総理の前任の温家宝前総理、そしてその前任の朱鎔基元総理は総理在任中にずっと

中央財経領導小組の組長を兼任していた。

その際、政治局常務委員でもある国務院総理は当然、国の経済運営の最高責任者と見なされていたのである。

習主席「中央財経領導組長」就任の怪

しかし、前述の 月 日の中央テレビ局の報道によって、中国国民は初めて、党の総書記であり国家主席の

習近平氏が総理の李克強氏に取って代わって、中央財経領導小組の組長に新任したことを知らされた。

今まで 年以上も続いた慣例を破った異例の出来事である。

習主席は一体なぜ、この時期になって経済政策の最高責任者の役割を引き受けたのだろうか。

国内外の一部のマスコミや専門家は、それを習主席への権力の集中、すなわち習主席による全権の掌握が

進んでいることの証拠だと見なしているが、果たしてそうなのであろうか。

この問題を考えるにはまず一度、今の中国経済が一体どういう状況であるかを見てみる必要があろう。

習主席が今後、自らの指導的責任において引き受けようとしている肝心の中国経済。実はそれを考えてみると、

習氏の権力の掌握というよりもむしろ大変深刻な問題を引き受けたのではないかと思いたくなる。

というのも、まさに今この時期において、中国経済は生死の正念場を迎えているからである。

破滅へ向かう中国経済の現状

一つ注目すべき動きとしては、前述の中央財経領導小組が開催される カ月前の今年 月から、私のコラムで

かねてから指摘してきた不動産市場の崩壊が確実に進んでいることが挙げられる。

目立つ現象の一つはまず、不動産が徹底的に売れなくなったことだ。

中国では、毎年 月 日のメーデーを中心に数日間の休みがあって、例年では不動産がよく売れる

「花の五一楼市（不動産市場）」とされてきたが、今年のそれは惨憺たるものであった。

中原地産研究センターが観察している全国 の大中都市で、「五一楼市」で売れた不動産件数は 件で、

去年同じ時期と比べると ％減となったという。

中略

この国の不動産市場は確かに「氷山」にぶつかって沈没する寸前である。

香港に拠点の一つを持つスタンダードチャータード銀行の「大中華区研究主管」の王志浩氏も近日、

「今年以内に中国一部都市の不動産価格は半分以上も暴落する」との不気味な予言をしている。

中略



火中の栗を拾わされた習主席

中国経済の置かれている現状を考えると、まさに今という時期において慣例を破って中央財経領導小組の

組長に就任した習主席の行動は、少なくとも彼自身にとっては、まさに火中の栗を拾うような愚行であることが

よく分かる。 どう考えても今から破綻していくであろう中国経済の運営を、彼は最高責任者として自ら引き受け

たわけである。 今後、経済破綻の責任問題が彼自身にふりかかってくることは火を見るより明らかであり、

権力を掌握するどころかむしろ、彼自身の権威失墜と権力基盤の弱体化に繋がるに違いない。

しかしそれでも彼は一体なぜ、本来ならならなくてもよいはずの中央財経領導小組の組長に自らなってしまった

のだろうか。 習主席自身がどうしてこのような判断を下したかは今でも不明であるが、彼の下したこの判断に

大いに助けられた一人の人物がいる。

そう、現役の国務院総理の李克強氏である。 本来なら、この李氏こそが国の経済運営の最高責任者として

中央財経領導小組の組長に就任すべき人物であり、彼こそ今後における中国経済破綻の責任を一身に

背負っていかなければならないはずだった。 しかし習主席が自ら貧乏くじを引くような形で経済運営の

最高責任者の役割を引き受け、李総理は責任を負わずにして逃げることが出来たのである。

おそらく李氏の腹積もりとしては、今後は経済運営の最高責任を習主席に負わせたまま、自分が何とか

国務院総理の責務を一期限り果たした後、 年後に開催予定の全国人民代表大会で総理の職を辞して、

総理よりも序列が上の次期全国人民大会委員長の「名誉職」に昇進する魂胆であろう。

そうすると、中国経済が破綻しようがしまいが、彼は無傷のまま自らの地位を守り通すことが出来るのである。

もちろんその場合、政治的地位が守られるのは李克強氏という個人だけではない。 実はそれは、李氏自身が

所属する党内最大派閥の共青団派 共産党主義青年団派 の政治勢力の保持にとっても大変重要なことである。

共青団派というのは、共産党元総書記の胡錦濤氏がその在任中に、自らの出身母体である共産主義青年団から

幹部を大量に抜擢して作り上げた派閥であるが、胡氏が退任した今でも、この派閥は党と政府の中で大きな勢力

を擁している。

とくに今の共産党政治局には汪洋氏 国務院副総理 、孫政才氏 天津市党委員会書記 、胡春華氏

広東省党委員会書記 などの 代そこそこの共青団派若手幹部が控えている。 そして 年開催予定

の次期党大会で今の政治局常務委員の大半が年齢制限によって一斉に退陣した後、彼ら共青団派の若手が

一挙に政治局常務委員会入りを果たして最高指導部を掌握する構えである。

それこそが共青団派による次期政権戦略であるが、それを達成するためには、現政権における共青団派の

代表的人物である国務院総理の李克強氏が無傷のまま総理職を全うことが前提条件である。

逆に大きな失敗を犯して責任を問われるようなこととなれば、共青団派の次期政権戦略が狂ってしまう可能性は

大であろう。

だとすれば、国務院総理としての李氏ではなく、習主席自身が経済運営の最高責任を負って例の中央財経領導

小組の組長に就任したことは、共青団派にとってむしろ大変都合の良いことなのである。

彼らはそれで、胸を撫で下ろしたはずである。

そうすると、考えられる可能性の一つとしては、李氏とその所属の共青団派は何らかの「謀略」をもって、

習主席が例の組長に就任するよう仕向けた、ということもあり得るのであろう。 そうすることによって李氏自身と

共青団の保身を図れたのと同時に、経済破綻の責任を習主席に投げつけることによってライバル派閥の太子党の

力を削ぐこともできるはずだ。 つまりそれは、共青団にとって一石二鳥となるのである。

逆に習主席自身の立場からすれば、中央財経領導小組の組長就任という愚行は、将来においては自らの墓穴を

掘ることになるのかもしれない。 どうやら習近平氏は、知らず知らずのうちに窮地へと追い詰められているようだ。



習政権を乗っ取る？強硬派軍人の存在

このようにして、今の習主席は共青団派に嵌められたような形で窮地へと追い詰められているような様子で

あるが、実は別の方面からも彼の指導権を侵食するような動きも見えてきている。 それは、解放軍である。

話をもう一度、冒頭で紹介した中央財経領導小組の会議に戻そう。

月 日に中央テレビ局がこの会議の開催を報じたことは前述の通りだが、実は大変奇妙なことに、当日の

中央テレビ局ニュースも翌日の人民日報の関連ニュースも一切、小組の構成メンバーの名簿を公表しなかった。

そこで 月 日、一部の国内新聞紙は、中央テレビ局が流した小組の会議中の映像をもって列席者の顔ぶれを

確認してリストを作って掲載した。 そこで確認された「小組会議」の列席者の中に、経済関係の全閣僚以外では

中国人民解放軍の房峰輝総参謀長の姿もあった。

どこの国でも同じだが、中国の場合、解放軍は普段、国の経済の運営に関与していない。

軍の幹部は本来、中央の「財経会議」に顔を出すような人物ではない。

たとえば何らかの特別な理由で軍幹部が経済関連の会議に出席することがあっても、軍事予算と関わりを持つ

国防相や軍の物資供給を司る解放軍総後勤部長が参加するのが普通であろう。

しかし解放軍の総参謀長はその名の通り、軍の作戦計画や遂行を担当する人物であって、国の経済運営とは

まったく関係のないポジションである。

ならば何故、房峰輝氏は堂々と習主席主催の「財経会議」に出席していたのか。

「掘削の継続」を堂々と宣言

この疑問に対する一つの答えは、 月 日の中国とベトナムとの紛争に関する房峰輝氏の際どい発言である。

周知のように、今年５月初旬に中国がベトナムとの係争海域で石油の掘削を断行したことが原因で、

中国海警の船舶とベトナム海上警察の船舶が南シナ海の西沙諸島周辺海域で衝突し、中越関係は今でも緊張

が続いている。 実は上述の房峰輝氏は中越紛争の拡大にも一枚噛んでいる。

月 日、訪米中の房峰輝氏は、ワシントンの国防総省でデンプシー統合参謀本部議長と会談した後の

共同記者会見でベトナムとの紛争に言及して、「中国の管轄海域での掘削探査は完全に正当な行為だ」とした

上で、「外からどんな妨害があっても、われわれは必ずや掘削産業を完成させる」と宣言したのである。

中略

軍の総参謀長が「掘削を継続する」と宣言すれば、その瞬間から、中国政府や外務省はもはや「止める」とは

言えなくなる。 つまり、捉えようによっては、房氏の「掘削継続発言」は中国政府のいかなる妥協の道をも封じ

込めてしまい、中国がこの問題でベトナムと最後まで対立しなければならないような状況を作り出したわけである。

実際、 月 日に中国外交担当の国務委員楊潔篪氏は「問題解決」と称してベトナムを訪問した際、中国側が

「掘削継続」の強硬姿勢から一歩たりとも譲歩せずにして双方の話し合いが物別れとなった。

つまり楊氏のベトナム訪問の以前から、まさに前述の房氏の「掘削継続発言」によって、中国政府の基本方針は

とっくに決められた、ということである。

だとすれば、習近平政権の政治と外交の一部が既にこの強硬派軍人によって乗っ取られた、と言っても過言

ではない。 そして今月、同じ房峰輝氏という人物は、本来なら軍とは関係のない「中央財経会議」にも出席して

いるから、軍人の彼による政治の介入はますます本格的なものとなっていることが分かる。

勿論房氏の背後にあるのは軍そのものであるから、軍がこの国の政治を牛耳るという最悪の事態がいよいよ、

目の前の現実となりつつあるのである。

そして、党内おいては「石油閥」との死闘を繰り広げながら 前回の記事参照 、共青団派によって追い詰められ、

おまけに軍人にまで政権を乗っ取られそうな今の習近平政権。

一体どのような結末を迎えるのか、まさに今後における中国政治の最大の焦点となるのであろう。



中国の政権抗争は、昔から非常に熾烈なものだったようですが、情報が隠ぺいされるために、

正確な政権情勢は不透明な部分が多いようです。

しかし、今は帰化されておられるとはいえ、中国政治の微細な慣習にも精通しておられる

石平様のコラムは、非常に的を得ているように感じています。

中国バブルの崩壊は、太子党の習政権、石油閥、共青団、軍閥、の４大勢力を巻き込んだ

政権抗争へと進展してゆくことはさけられないようです。

アメリカ情報部は、このことの正確な分析を続けておられるのではないでしょうか。

安倍総理が多くの国民の反対にもかかわらず、政治生命が窮地におちいる可能性があるのを承知で、

安保法案を成立させたのは、この中国の政治情勢の実情を認知されておられるからではないでしょうか。

中国経済が崩壊した後に、どの閥が政権を掌握したとしても、中国経済が困難な状況でも常識的な

外交政策をとり続けてくれることを期待するのは、現実的ではないのではないでしょうか。

日本や世界にとって最悪のシナリオは、軍閥が政権を掌握することだと思いますが、

その可能性はあるのかもしれません。

しかし、経済崩壊で内乱状態になった時、広大な中国を一つの閥勢力や軍部が実効支配することは

不可能で、２つ以上の勢力圏に分断されてゆくという見通しをされている方もいるようです。

人民解放軍には７つの軍区がありますが、内乱状態になった時は全ての軍区の掌握は難しいようです。

私はこの見解のほうが現実的だと思っています。

２０１５年９月２３日 明日香地震気象研究所 松本安生


