
③ 政府主導の株高誘導
本来ならば、不動産バブルがはじけたならば、連動して株バブルもはじけてゆくのですが、

習政権にとって経済の崩壊は政権の崩壊と生命の危険を招くことは必定なので、株式投資への巧妙な

誘導で株バブルを増やすことによって、経済バブルの崩壊を一時的にくい止めることができたようです。

「その１ ② 中国政府が経済バブルの崩壊を恐れる理由 」 の中の石平様のコラムに、

『 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。』

という文章があります。

習近平主席と李克強総理の閥は敵対関係にあります。

習近平主席が経済政策の最高責任者となった、２０１４年６月以降に、政府主導の様々な景気浮揚対策

が実施されてゆき、２０１４年７月から２０１５年６月まで続く、株式市場の暴騰が始まってゆきます。

２０１４年７月から習政権が打ち出した景気浮揚政策には、

① 官製メディアによる、人民への株式投資への誘導宣伝

② 人民銀行の周小川総裁の「金融緩和を通じた株高は悪いことではない」との発言

③ ５回の金融暖和

④ 海外投資家の中国株式市場への参入の認可

⑤ 地方政府の『地方債（国が保障）』 発行制度の制定

などがあります。

以下に、これらの概要が説明されてる記事を紹介させていただきます。

① 官製メディアによる、人民への株式投資への誘導宣伝

週刊 エコノミスト
特集：中国株バブルが来た！ 爆騰する上海総合指数 年 月 日特大号

◇上海市場は 倍に急騰 金融緩和で長期上昇へ

富岡 浩司 （アジア株アナリスト）

前略

今回初めて中国Ａ株がＭＳＣＩ指数の構成市場として採用されるとの観測が

台頭している。 ＭＳＣＩを基準に投資先を決めるファンドは多く、いったん採用されれば膨大な資金が海外から流れ

込むと中国国内の投資家が期待している。

こうした事情で、上海総合指数は高値街道をまい進してきた。

今回の相場上昇はそのほか、「官製メディア」が投資家を明らかに「あおった」ことも特徴的だ。

『人民日報』紙は 年 月 日に「外資系企業がＡ株に強気」、同月 日には「Ａ株は最悪期を脱した、

悲観から楽観に」との記事を相次いで掲載した。

人民日報は今年 月 日にも「Ａ株市場は ポイントが強気相場のスタート地点」との論説を発表している。

後略



② 人民銀行の周小川総裁の「金融緩和を通じた株高は悪いことではない」との発言

週刊 エコノミスト

特集：中国株バブルが来た！ 爆騰する上海総合指数 年 月 日特大号

◇上海市場は 倍に急騰 金融緩和で長期上昇へ

富岡 浩司 （アジア株アナリスト）

前略

第 段階は、 月の全国人民代表大会（全人代、国会に相当）がエポックとなる。 李克強首相は開催日の

政府活動報告で、「中国経済の下振れ圧力は更に強まり、矛盾も目立つ。今後直面する問題は昨年より大きい」

と率直に認めた。 その上で ％前後の経済成長は可能だと公約した。 全人代は毎年開催され、その度に

首相が施政演説を行い、抱負を語る。 今回だけ市場で熱狂的に受け入れられたのは、やはり「彼ならやって

くれる」という習主席に対する信任の高さが背景にあったからだ。

全人代の開催期間中に、人民銀行の周小川総裁が「金融緩和を通じた株高は悪いことではない」と明言した

ことも、上昇に弾みをつけた。

市場では当時から「過熱観測」が浮上していたが、中銀総裁からお墨付きを与えられた格好となったからだ。

後略

③ ５回の金融暖和

週刊 エコノミスト

特集：中国株バブルが来た！ 爆騰する上海総合指数 年 月 日特大号

◇上海市場は 倍に急騰 金融緩和で長期上昇へ

富岡 浩司 （アジア株アナリスト）

前略

相場が第２段階に入ったのは、中国人民銀行（中央銀行）が利下げに踏み切った 年 月 日から。

人民銀行はそれまで一部金融機関を対象に資金供給を行う短期流動性ファシリティー（ＳＬＦ）や再貸し出し

などを実施してきたが、ここで完全な緩和スタンスに転換した。

その後、追加利下げを２回、預金準備率（金融機関が中央銀行に預けなければならない預金の比率）の

引き下げを２回と、合計５回の緩和措置を実施。 直近の利下げは 月 日発表だったから、

カ月で 回、月間 回弱の速いペースで金融緩和を進めている（表）。

後略

④ 海外投資家の中国株式市場への参入の認可

東洋経済

上海株､｢年初来 ％上昇｣のカラクリ

クジラ が相場を支えている？

松崎 泰弘 ：四季報オンライン 副編集長 松崎 泰弘まつざき やすひろ

四季報オンライン 副編集長

年 月 日

中国株のラリー（上昇）が止まらない。 上海総合指数は 月 日の取引時間中、 ポイントまで値上がりした。

今年に入ってからの上昇率は約 ％。世界の主要市場で突出している。

日本株相場も底堅く推移しているが、それでも日経平均株価の同期間の上昇率は約 ％にとどまる。

米国株は利上げ観測の高まりなどを背景に足踏み状態。

ニューヨークダウは 年末の水準を下回って推移し、中国株の値動きとは対照的だ。



⑤ 地方政府の『地方債（国が保障）』 発行制度の制定

この制度の実施によって、地方政府の不動産投資で発生した巨額な負債は、地方債という実質的な

国債に変換されてゆき、負債の長期返済を可能にしてデフォルトを免れつつあるようです。

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 〜

現代中国研究家 津上俊哉 １０階ホール

前略

これはすごく大きな変化が起きたということなんですが、その割にはあまり日本で認識されていません。

何をやったかと言うと、これまでは地方政府は子会社を作って、その子会社が資金調達窓口という形で

銀行からの借り入れをする、債券を発行するという形で、地方政府のやるインフラ投資の資金調達の役割を

担っていたのですね。

ところが、ここが特に不動産が不況になって土地が売れなくなってきているということで、一気におかしく

なりつつあり、というせいで、去年の今頃は、このままいったら来年は地方政府のデフォルトが続発することは

さけようがないという状況でした。

そこから半年でエイヤッと荒療治をしました。

何をしたかというと、地方政府のプラットホームを銀行から借り入れるのをやめろと、

全部、代わりに地方政府自身が「地方債」を発行する。 そして地方債で今後は調達を賄え。

地方債の発行は市政府以下の地方政府にはまかせない、省が全体を代表してやれ、ということになりました。

中略

この地方債というのは今年から発行が始まりましたが、驚くべきことに金利が国債とほとんど同じです。

これはマーケット的には何を意味するかというと、マーケットの方は、これは中央政府が保障をして下さるんですね、

と受け止めている、と考えていいと思います。

中略

それと同時に今まで金を借りて６～７％の利息を払ってくれる上得意であった地方政府が、

地方債ということになると、今でいうと、３．５％の金利しか払ってくれないのですね。

中略

ただでさえマージンが減る中で、これだけ利幅が圧縮されるということになると、体力のない地方の地銀みたいな

銀行は淘汰の波に洗われるということまで、地方財政改革は織り込めざるを得ないというこになります。

だけども、地方政府が破綻するよりはましと、そういう話ですね。

後略

景気減速でも株価は上昇

前略

景気減速下、中央銀行である中国人民銀行は 年 月以降、市中銀行に求める預金準備率の引き下げや

基準金利下げなど、景気刺激策を立て続けに実施した。

金融緩和で生み出された過剰流動性が株高をもたらしているのだ。

資本市場の開放に向けた取り組みも、株価上昇を後押しする。 年 月から上海と香港市場の

株式相互取引が始まり、海外投資家が香港経由で、上海上場の中国株の売買をできるようになった。

従来は「適格国外機関投資家（ ）」と呼ばれる金融機関のみに投資を認めていたが、現在は機関投資家

だけでなく個人投資家でも香港市場を通して取引が可能。

月から中国と香港の証券当局は、株や債券など、証券投資ファンドの相互販売解禁にも踏み切る見通しだ。



④ 株バブルの崩壊と影響
２０１５年６・７・８月の中国株の暴落は、多くのマスメディアで報じられてきましたが、数値やデーターが

中心の報道では、中国本土の実態が明確に分かりません。

下記にご紹介する、中国情勢ジャーナリスト 姫田小夏様のコラムは、

中国経済の現状が肌で感じられる内容でした。

７月の大暴落前の７月３日に発表されたものです。

株価だけが上昇する中国官製バブルの時限爆弾

姫田小夏 ジャーナリスト 【第 回】 年 月 日

ここ数ヵ月、上海では、いわゆる個人投資家と言われる一般市民たちが、証券会社に足しげく通っている。

株価ボードとにらめっこする、あの光景が復活するようになったのだ。

株価が急落した 年 月以来、株式投資は一般市民にとっての鬼門だった。 年 月の ポイント

をピークに株価は下落し、 年 年 月には過去最低の ポイントにまで落ち込んだ。

これにより、個人投資家は資産の多くを失った。

あの痛手から 年以上が過ぎた。 中国全土は今、株ブームの熱い空気に再び包まれている。

「儲けるなら今しかない」と一般市民は株式投資に乗り換える。

不動産を売却した利益をつぎ込む者もいれば、麻雀で巻き上げた資金を投じる者もいる。

上海総合指数は過去 ヵ月で ％上昇、 月第 週には ポイントを越え、 日にピークとなった。

「一夜にして成金」という中国固有の神話は、再び現実のものとなった。

筆者の友人も電話口で興奮を隠さない。 彼女の手持ちの株は航空銘柄が中心で、 年以降、売るに

売れない塩漬け状態が続いていた。 ところが、 月以降、株価は急に上昇を始める。 これ以上は上がらない

だろうと見込んだ 月の時点で、ほとんどの銘柄を売却。 それを軍資金に家族での悲願の訪日旅行を実現させた。

姫田小夏
中国情勢ジャーナリスト。東京都出身。 年から上海へ。

翌年上海で日本語情報誌を創刊、日本企業の対中ビジネス動向を発信。

年夏、同誌編集長を退任後、「ローアングルの中国・アジアビジネス最新情報」

を提供する「アジアビズフォーラム」主宰に。

語学留学を経て、上海財経大学公共経済管理学院に入学、土地資源管理を専攻。

年卒業、公共管理修士。「中国の都市、ビジネス、ひと」の変遷を追い続け、

日中を往復しつつ執筆、講演活動を行う。

著書に『中国で勝てる中小企業の人材戦略』（テン・ブックス）。

以上のような政府主導の景気浮揚政策の効果によって、株式は２０１４年７月から上昇をはじめ、

膨大なお金の流通量の増加によって、２０１４年に始まった不動産バブルの崩壊は、一時的に

小康状態を保ってこれたようです。

しかし、実体経済の向上を伴わない株高は、２０１５年６月に終焉を迎えることになります。



しかし、 ポイントを超えるとは彼女にとっては想定外だった。

月に入ってもなお上がり続ける株価に、 地団太を踏んだ。

その彼女が「今回の株価上昇は違和感がある」と訴える。 「どんな銘柄でも軒並み上がっている。

“ＳＴ銘柄”さえも上昇している」というのだ。 確かに、今年 ～ 月まで、Ａ株に上場する二千数百と言われる

銘柄のうち、下落したのは 銘柄にしかすぎない。

ちなみに「ＳＴ銘柄」とは財務状況に問題があるなど、上場廃止リスクが存在する銘柄のことを指す。

これほど中国経済が低迷しながらも、株式市場が好調だというのは奇妙な話だ。

経済成長を伴いながらの株価上昇なら話もわかるが、 年の中国の経済成長率は ％、今年も ％と

落ち込みが予想される中で、確かに違和感は払拭できない。

高騰する株価とは裏腹に

中国経済の失速は想像以上

むしろ、中国における経済の失速は想像以上のスピードで進んでいる。

中国では今、地元大手企業をはじめとした倒産や生産停止が相次いでいるのだ。

山西省では省内第二位、民営企業では最大の製鉄企業が生産停止に追い込まれた。

鉄鋼業界では過剰生産が続いているが、この企業も 億元を超える負債を余儀なくされた。

過剰在庫を抱えるのはセメント業界も同じだ。 不動産取引の抑制策で住宅需要が冷え、その業績は 年

から目に見えて落ち込んだ。 その一方で、この業界を支えたのがいわゆる「理財商品」（ファンドなどの財テク

金融商品）だった。 セメント会社は信託会社を通じて市場から資金を集めるも、その返済（償還）をさらに

借り入れで穴埋めするという悪循環に陥っている。

広東省東莞市では、携帯電話の部品メーカーが閉鎖に追いやられている。 スマートフォンの普及は商機以上

に淘汰をもたらした。 従来のプッシュキーからタッチパネル式に変わり、薄型化が進行すると、ローテクから

ハイテクに産業構造の転換を図れない加工業者が脱落しはじめた。 一時は に納入する部品生産で成長

した工場も、 以降の技術革新にはついて行けず、サプライヤーから外される事態となっている。

江蘇省蘇州市でも同じことが起きている。 昨年末、数万人規模の従業員を抱える携帯電話の部品メーカー

が倒産した。 短サイクルで投入される新製品の裏側では、多くの加工業者が技術更新に追い付かず、

ふるい落とされてしまう現実が存在する。

広東省と江蘇省は、ともに他の省よりも高い外貨収入の水準を誇っていたが、元高が追い打ちをかけ

輸出は振るわない。 江蘇省といえば、つい数年前まで「世界の工場・中国」として脚光を浴びた、沿海部の

工業都市だ。 「長江デルタ」の一翼を担い、著しい発展を遂げた省でもある。そのなかの常州市は外資企業に

よる格好の投資先でもあり、 年代には製造業がすそ野を広げた。

その常州市が、地元の中小企業の経営状態について報告書をまとめたが、その内容は生き残りの厳しさを

物語っている。

年、常州市には約 万 の中小企業があったという。

ところが、近年の不景気で企業数が減少した。

①登記を抹消した企業は 社、②経営者が行方不明になった企業は 社、③生産停止や営業停止に

陥った企業は 社に上るという。

それらの合計は 万社を超えており、中小企業全体の ％超を占めているのである。

また報告書は「産業構造の転換」への道のりが決して平坦ではないことを打ち明ける。

「中小企業は産業構造の転換の必要を認識しているが、実力が伴っていない」と指摘し、さらに産業に多くを

占める繊維産業や金属部品産業などは、その利益構造の薄さから、「人材の確保もできず、設備も入れられず、

構造転換を思うように進められない」と分析している。



近年は環境規制が厳しくなっており、このあおりで倒産する企業も少なくない。 今年 月、国務院は

「水質汚染防止計画」を発表したが、これにより中国各地で大手を含む製紙業が倒産または生産停止に

追い込まれている。 資金不足を理由に、環境基準をクリアさせるための浄化設備が導入できないためだ。

製紙業など水を大量に使う産業は全国各地で「虫の息」状態だ。

サービス業では不動産業が大量の過剰在庫を抱えている。

年は中国の の大中型都市の新築住宅価格の上昇率が鈍化した 年だった。

「不動産市場の崩壊は中国経済を壊滅に追い込む」という危機感から、中国政府は住宅ローン規制を緩和

させるなど、一連の政策を打ち出し市場活性化を狙っている。 しかし、マネーゲームでさんざん吊り上げられた

北京や上海の不動産市場は、政策を緩和したところで、勤労所得者の購入促進には結びつかない。

株価上昇は虚像？

人為的操作を疑う声も

「製造業もダメ、不動産業もダメ、何も好転していないのに、株価だけ上がるのはおかしい」

一部の上海市民からはそんな声が上がる。

そもそも上場企業の業績はよくない。 帳簿を開けば真っ赤っかだ。

にもかかわらず、上場企業の董事長（会長職に相当）らは、自らが年間億単位の報酬を得る。

個人投資家のひとりは「我々が株で投じた資金は彼らの給料になっているに過ぎない」と冷ややかだ。

人為的な操作の懸念も存在する。 ごく少数ではあるが、「操作性の強い株価上昇は虚像だ」という意見を掲載

する電子メディアもある。

実際、今年の春節前後から「これから株価は上がる」という噂が市中密かに出回っていた。要職に就く人物から

「今、株を買っておいた方がいい」と耳打ちされた者もいた。

年のあの株価暴騰もそうだった。 当時も突然株価が上昇をはじめた。

翌年には北京五輪、 年には上海万博を控えており、成長真っただ中の中国経済だっただけに、疑問を挟む

余地もなかったが、一部には「人為的操作性」を疑う声も存在した。

さて、今回の株ブームも 月第 週を過ぎた当たりから、不安定さを示すようになる。

日の取引で上海総合指数は、約 ％と 年ぶりの大幅下落を見せたのである。

今回の値上がりについては「典型的な投機筋による値上がりで、近いうちに暴落する」と懸念する声もある

一方で、依然「 ポイントの大台突破もあるのでは」という強気な見方がある。 今回の株価上昇も政府主導

の刺激政策と受け止め、一部ではこの官製バブルは今後も継続すると解釈されているからだ。

月 日には主要株価指数が ％急落したが、株離れも懸念されることから、早くも政府は来月から証券取引

手数料を 割引き下げると発表し、再び市場を盛り上げようと画策している。

中国株を支えるのは個人投資家

暴落すれば影響は深刻

月 日、ニューヨークタイムズ紙は社説で「瞬時にしての利益獲得は大きなリスクがはらむ」と警鐘を鳴らした。

また、同紙は個人投資家らが株式投資のために借り入れを行っていることを指摘し、下落に転じたときの影響を

警戒した。

中国株式投資は 万人が口座を持つといわれ、うち 割近くを個人投資家が占めるといわれている。

一般市民を中心とした個人投資家は、今回の株ブームでより多くの資金を投じようと親戚や友人、銀行やシャド

ーバンクといわれる地下金融から資金調達を始めている。

同時に、既存のシャドーバンクも、集めた資金を株式市場に投入して運用している可能性が強い。

また、シャドーバンクの形態もより分化し、個人がネット上で理財商品を発行し、個人から資金調達する「 」

と呼ばれるしくみも見られるようになった。

ちなみに、このネットを通じた個人間の「 」には、 ％以上の高い利息をつけ、数千人規模から数億元の

資金を集めるものもある。



しかし、資金の横領や突然の倒産が少なくないため、すでに「 」は社会問題と化している。

市場のグローバル化に伴い、中国株のブームは一国のリスクのみでは語れなくなってきている。

すでにこのブームは香港、台湾、韓国をも過熱させている。また、中国株そのものも、外資による投資を制限して

いるとはいえ、近年それが容易になってきている。

中国株をファンド商品に組み込む欧米系投資会社も少なくない。

中国政府は景気回復のシグナルを送ろうと、株式市場を意図的・政策的に操っているに過ぎない。

中国経済は鈍化しているにもかかわらず、株価だけが上昇する官製バブル。

形勢が逆転すれば、企業も個人も巻き込んだ大規模な連鎖破綻を招きかねない。

中国株式市場の最近の推移に関しては、２０１５年８月９日の の記事をご紹介いたします。

非常に分かり易くまとめておられます。

バブル崩壊に巻き込まれるな 官製相場の“麻薬”にすがる中国株

暴落に歯止めがかったように見える中国株だが、安心するのはまだ早い。

中国政府が相場の下支えを狙って相次ぎ打ち出したＰＫＯ（プライス・キーピング・オペレーション、価格維持操作）

の効き目が薄れてきたのだ。

中国の主要な経済指標に大きな改善がやはり見られず、実体経済の弱まりは隠し切れない。

中国からの訪日観光客の急増に沸いている日本も、右肩上がりの爆買い神話を夢見ぬほうが懸命かもしれない。

実体とかけ離れたバブル相場

中国政府の介入による官製市場の実情が明らかになってきた。

ロイター通信は７月下旬、株価暴落の対策で中国で官民あわせて市場に投入された資金が、

なんと５兆元（約１００兆円）にのぼると報じた。 これは日本の年度予算に匹敵する規模だ。

上海総合指数は、６月上旬に終値が２００８年１月以来の５０００台を記録したが、実体とかけ離れた

「バブル相場」にあるとの懸念が高まり、株式市場から資金が一気に逃避。

中国政府は株価の下支えのため、異例のＰＫＯ（価格維持操作）を７月初旬から本格化させた。

その手法は、大きく分けて３つある。（１）巨額資金の投入（２）取引制限の強化（３）情報統制だ。

中国人民銀行（中央銀行）や中国証券監督管理委員会が株式市場への資金面を表明。

政府系金融機関によるＥＴＦ（上場投資信託）の大量買い入れに加え、中国の２０社以上の大手証券会も

株式市場に資金を投じた。

一方、取引では発行株を絞り込むため、新規株式公開（ＩＰＯ）を事実上、凍結。

上海と深セン市場では上場企業の半数以上が一時、自社の申請に基づき取引を停止し、政府がこれを容認した。

同時にメディアを指導、監督する共産党中央宣伝部は、政策の成果と中国経済の先行きを前向きに伝えること

などを求める通達を出し、“宣伝”に協力させ、下落に歯止めをかけた。

需給調整しただけの株価

上海総合株価は最近は４０００近辺で推移し、落ち着きを取り戻したかのように見える。

しかし、それはこうしたＰＫＯによって、相場の崩落を押しとどめているに過ぎない。

ロイター通信は、株価対策について「ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）を変化させたわけではなく、

需給を変化させただけで、市場の安定は一時的にすぎないだろう」とする中国の証券会社アナリストの声を紹介。

そのうえで、政府が手を引けば、再び下落するとの見方を伝えた。



「リーマン・ショック前より危険性が高まっている」。 中国株式市場の先行きについて米大手ヘッジファンド

の首脳からもこうした指摘が相次いでいる。 共同通信が米メディアの報道として伝えた。

エリオット・マネジメントを率いるポール・シンガー氏は、市場の熱狂は「世界恐慌が起きた１９２０年代後半の

米国に似ている」と語り、ペリー・キャピタル代表のリチャード・ペリー氏は「（中国市場は）だんだん賭博の場と

化してきている」と懸念を示している。

次のＰＫＯは 市場は催促相場

中国の景況感を示す７月の製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）の速報値は４８・２で、６月確定値（４９・４）から下落した。

好不況の判断の節目となる５０を５カ月連続で割り込み、１年３カ月ぶりの低水準にある。

７月２７日の上海株式市場は、冴えない経済指標と株価対策の効果の薄れが敬遠されて続落。

市場は、次なる対策を早くも求め始めている。

市場の健全性を損なうと分かっていても、辞めるに辞められない麻薬のようなＰＫＯに手を染めた中国市場。

日本も、中国バブルの崩壊に巻き込まれぬよう、過度な爆買い依存は禁物だ。

２０１５年９月現在、中国株価が落ち着いているようにみえるのは、中国政府が株価の下支えのため、

必死でＰＫＯ（価格維持操作）をしているからだということが上記の記事でもよく分かりました。

下記のコラムは、株価と人民元の関係を分かり易く説明してくださっています。

世界のニュース トトメス 世

金と世の中、経済・外交・防衛・くらし

中国株式市場 買い支え 流出するドルと下落する人民元

暴落する中国株と投資家

中国政府は人民元下落と中国株下落の「ダブルパンチ」に苦しんでいるが、大規模な買い支えを実施している。

９月３日の戦勝記念日までは国家の威信に賭けても買い支えるそうだが、その後どうなるのだろうか。

中略

借金で人民元買い支え

中国政府や中国市場への信頼が急速に低下し、中国全般から撤退する姿勢が鮮明になったきたのだった。

お盆を挟んで中国株はズルズル下がっていき、 月 日には急加速してついに３０００を割り込んだ。

人民元は政府の思惑を超えて下落したため、 月 日以降当局は２０００億ドルの外貨準備を切り崩して

元を買い支えた。

奇しくも株価を買い支えたのと同じ金額だが、株を買ったのは人民元で、人民元を買い支えたのはドルを使った。

中でも深刻なのは人民元の予想外の下落振りで、人民銀行の依頼を受けたディーラーが毎日 兆円の

為替介入を続けている。 中国の外貨準備は最大約４兆ドル（４５０兆円）だったが、 年になって急速に縮小し

３．５兆ドルを割り込んでいる。 しかも中国の外貨準備のうち、存在を確認できるのは米国債保有残高

１兆２２３７億ドルと、金の準備高約５９２億ドルだけです。 後は外国に鉱山や土地などを所有しているのを

外貨準備として計算しているか、架空にでっち上げていると思われる。

米国債を切り崩したら世界的な大騒動に発展し、中国は危ないという事で世界金融危機に発展するでしょう。

つまり中国政府が使える手持ちの外貨準備は、ほとんど無いかまったく無いのどちらかです。

じゃあどうやって毎日１兆円の為替介入資金を調達しているのかを考えると、外国から借金をしていると

推測できる。 手持ちのお金が足りないので、外国から借金して自国通貨を買い支えている訳なのです。

株より深刻なのが人民元の下落で、ドルを使って買い支えている
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中国の史上最大のバブル崩壊劇 開幕

不動産ﾊﾞﾌﾞﾙの崩壊、積みあがったｼｬﾄﾞ-ﾊﾞﾝｸの不良債権、鉄鋼などの過剰在庫の山

●中国のシャドーバンキングを含めた総融資残高はGDPの1.6倍に達しており、日本がバブル崩壊を経験した

1990年前後を超える水準である

●企業・家計向け融資残高は2015年6月末時点で国内総生産（ＧＤＰ）比で207％と最高水準を更新。

2008年時点では125％だった。 中国人民銀行（中央銀行）による政策金利や預金準備率の引き下げを含めた

景気刺激策は、債務削減の取り組みを遅らせる恐れがあり、世界２位の経済大国における金融の安定に対する

リスクとなっている

●ＧＤＰの伸びが鈍化する中で、中国の銀行が抱える不良債権は１－３月（第１四半期）に1400億元

（約２兆7900億円）増え、過去最大の増加幅を記録した。今年3月末、9820億元（約20兆円）に達した

中略

不動産投資も失敗 ゴーストシティ

天津の北にある唐山工業特別区には１０兆円を投じて、いまは荒廃のゴーストシティをなった。 元凶は無謀な

貸し出し、地方政府の農地収容とデベロッパーと組んでの無謀な不動産投資、そしてあらゆる場所にゴースト

タウン。 そもそも箱ものをつくって居住者がいない空室マンションが少なく見積もっても８５００万戸もある

中国特有の個人投資家比率世界一9000万人強だが、株投資で悲惨な状況

上海市場と香港市場で相互に株式取引を開放する方針が伝えられ、海外資金が流れ込むとの期待も高まった。

国際的な株価指数を算出する米モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルが、中国本土株を

新興国株価指数に組み入れる検討を始めたことで、需給の改善期待を一段と高めたのである。

さらには今年3月、中国共産党の機関紙である人民日報(海外版)が「上海総合指数は年内に4000ポイントを

突破する」と報じたことも、個人投資家の心理を大きく後押ししたはずだ。足元の景気は不調でも、政策期待

と4000ポイントの“お墨付き”によって、個人投資家の資金がさらに流れ込んだのだろう。

下記のコラムは中国経済の現状を包括的にまとめておられます。

共産党の威信に賭けて

中国株を買い支えるには人民元を印刷すれば良く、実際には印刷すらせず紙幣を発行できます。

ところが人民元を買い支えるには、現生のドル紙幣が必要なので、２つの買い支えは次元が異なる。

中国株買い支えは、１００兆円でも１０００兆円でも輪転機でお金を作れば良いだけの事です。

だがそのように通貨の量を増やしてしまうと、より一層人民元が下落する事になります。

アベノミクスで日銀が通貨を大量発行したら円安になったが、それと同じ事が中国で起きます。

ドルと人民元を交換するのに、人民元の量が増えたら、増えたほうの通貨の価値は下がるのでした。

人民元買い支えにはドルが必要で、中国株買い支えには大量の人民元が必要。

人民元を大量発行すれば益々人民元下落が加速してしまうし、ドルを調達すれば対外債務が増えてしまう。

このように中国は次第に、抜け出せない袋小路へと追い詰められつつあるようです。

とりあえずは、対日戦勝記念日の９月３日までは「共産党の威信に賭けても株価と人民元を買い支える」そうです。

その後は一体どうするのでしょう？



現在の中国では、当局のなりふり構わない必死のバブル防止策や人民元流出防止策が次々と

打ち出されてきているようです。

また言論統制や扇動発言者に対する弾圧や逮捕も強化されてきていて、中国国内からの真実の情報が

発信されなくなりつつあるようです。

日本と中国を行き来するジャーナリストや経済専門家の方々も、うかつな発言を控えるようになって

きているようです。

日本では、安保法案に反対する意見は、マスメディアや評論家の方々も遠慮なく言ってきたようですが、

こと中国に関しては、日本のマスメディアや専門家の方々の論調はかなり抑圧されたものになっている

ように思えます。

それだけに、中国バブルの今後の大崩壊と日本への影響を懸念する方々の割合が、日本国民におい

ては少ないのではないでしょうか。

昨年の不動産バブルの崩壊を一時的に抑える効果があった中国の株バブルの膨張は、

今年の６月に終焉し、これからは、株バブルと不動産バブルのダブル降下が始まってゆきます。

しかし、今後も中国政府は必死で株の買い支えや価格維持操作を続けることでしょう。

それをいつまで続けることができるかということだと思います。

急激な株式暴落はなくとも、株式が下がり続け、不動産バブルの崩壊が進むことはさけられません。

週刊東洋経済

●証券会社以外からの借り入れではレバレッジ比率が５倍や４倍に上り、投資家はひどい状況に置かれている

●「影の銀行」の融資分を含めた実際の債務総額は６４５０億ドルに達する可能性があり、個人投資家のみなら

ず企業にとっても大きなリスクになりかねない

●ノムラによると 年６月末時点の証券会社の証拠金債務残高は２兆２０００億元（３５４９億ドル）だが、

信託会社など規制対象外の「影の銀行」からの融資分を含めると残高は２倍近くとなり、最大で浮動株全体の

２０％に相当するとアナリストはみている

●上海証券取引所の信用買い残は直近でも 兆元を超えている。これは前年同期比で 倍以上の規模だ。

いっそうの株価下落で信用取引の追加保証金が支払えず、投資家が損切りに追い込まれると、売り圧力が

さらに膨らむ

● 年前半に 日当たり 億元だった売買代金は、ピークアウトする直前の 月上旬には 兆元超。

一連の買い支え策で相場が落ち着いたとしても、含み損を抱えた投資家の“玉”が出てくることで、

回復の頭を抑えかねない

裕福層はすでに海外へ高飛び

資金流出３兆 ９００億ドル加速中

中国が外国に開放され、ほとんどすべての中国人がパスポートを手にし、国外へ行くことが可能になった。

府統計によると、昨年の出入国者は 億 万人に達した

中国からの人とお金の海外流出は、非常に重要な問題です。

近日中に、新しい項目を作成して、考察してゆきたいと思っています。



今後も中国からお金や人が逃げ出すことは続きそうですが、中国への資金の流入要因はありません。

もう誰も、中国元や中国株や中国事業に投資をする人などはいないでしょう。

リーマンショックが金融危機で、世界に流通するお金が急速に減少した危機だとしたならば、

チャイナショックは、中国の金融と実体経済の縮小が合体した危機で、世界に波及し、世界で流通

するお金や資源や商品が減少してゆく危機ではないでしょうか。

日本においても、中国依存企業の業績悪化や株安が発生してゆくでしょう。

私は経済の専門家ではないので、中国バブルの崩壊から具体的に発生してくることがらを

明確に想定することはできませんが、経済常識に富んだ経営者の方々は早急にとるべき方策の

ご検討をなさっていくべきだと思っております。

これまで資源の大量消費国であった中国への輸出に頼っていた国々も大きな打撃を受けてゆくでしょう。

様々な資源の価格が世界的に低下してゆくことでしょう。

日本が輸入する様々な資源価格も低下してゆくことでしょう。

そのことが有利な企業もあれば、マイナスになる企業もあることでしょう。

また、現在進行中の、日本の金融暖和（アベノミクス）の成功は、日本企業の業績が向上してゆくことが

大前提になっています。

しかし、中国バブルの崩壊によって、アベノミクスの失速を余儀なくされ、アベノミクスによって増していた

日本の経済バブルが崩壊することは避けられないことも認識しておくべきだと思っています。

そこを認識したうえで、最もベストな選択をしてゆくことが肝要だと思っています。

２０１５年９月２３日 明日香地震気象研究所 松本安生


