
私の予想に反して、中国バブルの大きな崩壊は１１月の末まではありませんでした。

中国バブルの崩壊が進み、１１月の中国のＳＤＲ通貨の認定は見送られるだろうと思っていましたが、

１１月３０日に、国際通貨基金 は、外貨不足に陥った加盟国を支援する特別引き出し権 の

構成通貨に、中国の人民元を採用することを決定いたしました。（実際の採用は来年 月になります。）

イギリスやドイツの強い推挙もあったようです。

しかし、中国バブルの崩壊は止まったわけではなく、今後も続いてゆくはずです。

国際通貨としてのお墨付きを得たことで、商取引に人民元決済を採用する動きが加速しているようです。

中国の経済失速リスクを懸念しながらも、多くの金融組織や企業が人民元決済を採用せざるを得ない

状況に追い込まれているようです。

人民元のＳＤＲ通貨の認定の影響と、今後の中国経済の動向を推察するうえで、参考になると思われる

ニュースやレポートを見つけましたので、以下に紹介させていただきます。

中国の現政権と軍部のバトルの危険性にも注目しています。

日本経済新聞

人民元のＳＤＲ入り、ＩＭＦが決定 円上回る比重で

更新

【ワシントン＝河浪武史】

国際通貨基金（ＩＭＦ）は 日の理事会で、特別引き出し権（ＳＤＲ）と呼ぶ準備通貨に中国・人民元を採用することを

正式決定した。 ドルや円などに次ぐ５通貨目で、現制度になって約 年間で構成通貨の追加は初めて。

元はドルや円と並ぶ国際通貨として「お墨付き」を得たことになる。

貿易・投資で元の利用に弾みがつくが、中国当局にはもう一段の取引自由化が求められる。

ＳＤＲはＩＭＦが 加盟国に配る「準備通貨」で、通貨危機などに陥った国がＳＤＲをほかの加盟国に渡すと、

ドルやユーロ、英ポンド、円の主要４通貨と交換できる。今年は５年に１回の構成通貨の見直し年だった。

通貨ユーロの発足で構成を見直した 年を除けば、ＳＤＲに新たな通貨が加わるのは、

年の現制度発足後で初めてだ。人民元の採用は来年 月になる。

ＳＤＲの採用には「貿易量」と「通貨取引の自由度」の２つの条件を満たす必要がある。

中国はユーロ圏に次ぐ貿易量を誇るうえに、厳しく制限してきた人民元の国際取引も、欧州やアジアでも

元建て商品に投資できるよう自由化を徐々に進めてきた。

ＩＭＦのラガルド専務理事は理事会後の記者会見で「中国当局は数年にわたって通貨・金融制度を改革してきた」

と前向きに評価した。

ＳＤＲの価値はドルや円など構成通貨を組み合わせて決める「通貨バスケット方式」だ。

日には新たなバスケットの構成比も公表し、ドル（ ％）、ユーロ（ ％）、人民元（ ％）、円（ ％）、

ポンド（ ％）とした。構成比は市場や外貨準備での使用割合をもとに算出し、各通貨の国際的な重要度を示す。

人民元は円を上回って３位に入った。

ＳＤＲは個人や企業が使うことはできないが、中央銀行や政府が外貨準備の一部として保有している。

ＩＭＦ加盟各国はＳＤＲとの交換に備えて構成通貨を積み増す傾向があり、人民元の採用によって世界の外貨準備

に占める元の割合が、現在の約１％から約１割に増えるとの見方もある。

ただ中国がもっとも期待するのは人民元が国際通貨の仲間入りしたというＩＭＦによる「お墨付き」の効果だ。

中国は過度なドル依存からの脱却を目指し、人民元を各国との貿易や投資に使う通貨の国際化戦略を推し進めて

おり、元の信用力の向上が必要だった。



人民元が国際通貨として使われるようになれば、中国企業は輸出入をドルなど外貨建てから人民元建てに

移すことができ、為替変動のリスクや為替ヘッジのコストを避けることができる。

習近平政権が進めるアジアやアフリカ、中南米でのインフラ投資をさらに後押しできるとの思惑もある。

もっとも人民元取引の自由化は始まったばかりで不完全だ。

国境をまたぐ取引には制限が残り、ドルや円のように個人や企業が国際的に幅広く使える状態にはない。

ＩＭＦは人民元を国際通貨体制に取り込むことで、より柔軟な変動為替相場制への移行を促す考えで

「制度改革が進むか今後も監視していく」（ラガルド氏）と強調している。

産経ニュース

更新 【人民元ＳＤＲ入り】

リスク伴う「元ビジネス」 中国依存のＶＷは元決済導入 日本企業も徐々に“侵食”

中国の通貨・人民元が国際通貨基金（ＩＭＦ）の特別引き出し権（ＳＤＲ）に組み入れられるのを受け、政府は

東京市場を人民元の取引センターにしようとし、金融業界は「元関連ビジネスの収益が膨らむ」と皮算用をはじく。

だが、中国経済の失速で元暴落リスクがくすぶる中、無軌道な元取引には危うさも漂う。（藤原章裕）

「国内の自動車部品メーカーが独自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）から元決済を持ちかけられている」

今春、日本のあるメガバンクに驚くべき情報が飛び込んできた。ＶＷは既に中国から遠く離れた欧州域内で、

部品メーカーとの決済通貨をユーロから元に切り替え始めた。

ＶＷは今年上期（１～６月）の販売台数でトヨタ自動車を抜き、初めて世界首位に躍り出たが、その原動力は

巨大市場の中国だ。１０月には排ガス不正で日米欧の販売が急失速する中、他社に先駆けて進出した中国では

政府支援もあって前年同月比プラスを保った。

ＶＷは中国国内で手に入れた大量の元を欧州でユーロに両替すると手数料が掛かり、為替差損益に一喜一憂

してしまう。このため、「元をそのまま部品メーカーへの支払いに回すことができれば都合がいい」（邦銀担当者）と

判断したようだ。

ある証券系エコノミストは「ＶＷによる元の“日本侵食”も時間の問題だ」と大胆予想する。

財務省は元のＳＤＲ採用を支持する見返りに、元決済銀行を日本国内に設置するよう中国側に働きかけている。

実は、日系自動車大手と系列部品メーカーは既に、中国とタイの現地法人同士で元による貿易決済を始めている。

元を共用通貨にすれば互いに為替リスクを気にせずに済むからだ。

実需の広がりを背景に、日本の３メガバンクは「邦銀初」「外銀初」の元決済サービスを次々と打ち出し、

顧客を囲い込もうとしている。

三菱東京ＵＦＪ銀行は６月、国内で初めて元建て債券を発行するなど調達手段を多様化。

谷徹雄・東アジア企画部副部長は「いったん出遅れれば顧客を奪われてしまう。

元決済ビジネスをやるリスクより、やらないリスクの方が大きい」と打ち明ける。

これに対し、個人向けの元建て商品は人気に陰りもみられる。

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントは、平成２３年７月に元建て債券ファンドを発売。

「どんどん元高になる」との期待感から、ピーク時（２４年初頭）の運用残高は２０億円を超えたが、

現在は約６億円にとどまる。

元は昨年、景気の失速懸念から対ドルで５年ぶりに下落に転じ、今夏には事実上の元切り下げが繰り返された。

担当者は「元建て商品のうまみがそれほど大きくなくなった」とこぼす。

ある外資系証券エコノミストは「企業や個人が元取引にのめり込みすぎるのは危険だ」と警鐘を鳴らす。
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年 月 日（木）

人民元が の 構成通貨入りへ

国際通貨基金（ＩＭＦ）は準備資産「特別引出権（ＳＤＲ）」の構成通貨に人民元を加えるよう理事会に提案した

と発表。３０日の理事会で承認されれば、採用が正式に決まり、人民元はドルや日本の円などと並ぶ主要な通貨に

位置づけられることになる。人民元が主要通貨に加わることで、世界経済にどのような影響があるのか。

ロンドンと香港で取材し、人民元が国際取引に使われている現状と合わせて詳しく伝える。

出演：湯浅庸右（経済部デスク）

リポート：下村直人（ロンドン支局記者）

吉岡拓馬（香港支局長）

中略

人民元拡大に商機 金融都市ロンドンは

人民元の取り引き拡大は大きなビジネスチャンスになると動き出しているのが、イギリスです。

ロンドンにある世界有数の国際金融センター、シティー。

人民元の取り引きの一大拠点となることを目指しています。

先月（１０月）、中国の習近平国家主席と会談したキャメロン首相。

人民元建ての国債を、中国・香港以外では初めて、

ロンドンで発行することに合意するなど、

人民元の国際化を強く後押しすることを約束しました。

産経ニュース

更新 【人民元ＳＤＲ入り】

ＩＭＦは「悪貨が良貨を駆逐する」という法則を忘れたのか？

田村秀男

中国人民元のＳＤＲ構成通貨入りを発表するＩＭＦのラガルド専務理事。

同氏は中国を味方に付け発言権を増すとみられている

＝１１月３０日、ワシントン（ＡＰ）

「悪貨が良貨を駆逐する」とは、金本位制の時代に限らない。

いつの世も似たような法則が働く。現代版悪貨とは人民元である。

元は中国共産党の支配下にある中国人民銀行が基準相場を設定し、

変動を基準値の上下２％以内に限って許容している。

元の金融・資本市場は制限だらけで、取引不自由だ。

公正に開かれた金融市場を基盤とし、為替レートが自由に変動する先進国通貨とは対極にある。

ところが、国際通貨基金（ＩＭＦ）は円を押しのけて元にドル、ユーロに次ぐ特別引き出し権（ＳＤＲ）シェア第３位の

お墨付きを与えた。

ＩＭＦを背後から突き動かしたのは国際金融界である。 ２００８年９月のリーマンショックでバブル崩壊、

収益モデルが破綻した国際金融資本が目をつけたのはグローバル金融市場の巨大フロンティア中国である。

その現預金総額をドル換算すると９月末で２１兆ドル超、日米合計約２０兆ドルを上回る。

中国の習近平党総書記・国家主席は元の国際通貨化工作に大号令をかけてきた。

対外膨張戦略のためには国際通貨元が欠かせないからだ。

ラガルドＩＭＦ専務理事は３月下旬に訪中して「元のＳＤＲ入りは時間の問題よ」と李克強首相らにささやいた。



元決済機能誘致を北京に陳情してきた英国を始め、欧州主要国はこぞって支持に回った。

米オバマ政権の中枢はニューヨーク・ウォール街出身者が占める。同政権は当初こそ態度を留保したが、

北京がこの夏、金融の部分自由化を約束した途端、「ＩＭＦの条件に合えばＳＤＲ入りを支持する」（ルー財務長官）

と豹変した。 ウォール街ではシティ、ＪＰモルガン、ゴールドマン・サックスら大手が中国の大手国有商業銀行と

組んで元決済センター開設準備がたけなわだ。

今後、世界では何が起きるか。

元は世界最大の通貨発行量を誇る。

国際通貨になれば、元は国際市場でドルとの交換が保証される。

経済面ばかりでなく、政治、軍事の分野で元の威力はさらに増すだろう。

北京は最近、元の国際通貨化をうたい文句に、国際的な元決済システム「ＣＩＰＳ」を構築した。

ドル決済システムの代替で、米情報当局による監視から逃れたい「ならず者国家」は元を使えばよい。

党支配下の企業はカネにモノを言わせて、日本を排除しては東南アジアのインフラを手中に収めている。

日米欧のハイテク企業などを対象に「爆買い」攻勢をかけている。

悪貨の膨張を防ぐ手段はただ一つ。

元の為替制度と金融市場を他のＳＤＲ通貨と同程度に完全自由化させることだ。

党による支配は自由市場から嫌われ、資本の逃避や元の暴落を招く。

ところが肝心のＩＭＦは「市場改革が進むかどうか今後も監視していく」（ラガルド氏）と弱々しい。

約束違反しても罰則はない。

ＩＭＦへの資金の貢ぎぶりでは世界一の日本は、もういい加減、口くらい出したらどうか。（編集委員 田村秀男）

ＪＢ

「国際金融資本」が中国を見捨てる日は近い

中国は人民元 入りの日を無事に迎えられるのか

（金） 藤和彦

国際通貨基金（ ）は 月 日の理事会で特別引き出し権（ ）の算定基準となる通貨に

中国・人民元を 年 月から組み入れることを最終決定した。これにより人民元は米ドル・ユーロ・円・英ポンド

と並ぶ 番目の基準通貨に確定し、ドルを基軸とする国際金融の枠組みの中で一段と存在感を増すことになる。

人民元の における構成比率は事前の予想に近い ％と決まり、米ドル（ ％）とユーロ（ ％）に続く

第 位になる（円は ％で第 位）。

人民元の基準通貨への採用は「通貨の取引の自由度の高さ」が長年障害となっていた。

人民元は現在でも中国共産党の支配下にある中国人民銀行が基準相場を設定し、変動を基準値の上下 ％以内

に限って許容している。

元の金融資本市場も制限だらけであり、資本取引での利用に厳しい規制が残っている。

為替レートが自由に変動し、公正に開かれた金融市場を基盤とする先進国の通貨の水準にははるかに及ばない。

世界平和研究所主任研究員。 年、愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。

通商産業省（現・経済産業省）入省後、エネルギー・通商・中小企業振興政策など

各分野に携わる。 年に内閣官房に出向（エコノミック・インテリジェンス担当）。

年から現職。著書に『日露エネルギー同盟』『シェール革命の正体 ロシアの

天然ガスが日本を救う』ほか多数。



日本は 年に 条国（為替規制を撤廃し貿易など経常取引に伴う通貨の交換性を保つ措置を講じる

ことをコミットする）に移行し、 年に変動相場制を採用、 年に為替取引の完全自由化を実施した。

これに対し中国は 年に 条国に移行したが、中国政府はその後、具体的な措置を講じなかった。

「 年までに元を交換が可能で自由に使える通貨にする」としているが、具体的な工程表を示していない。

現在の中国は日本が円の国際化を進めた ～ 年代の段階に相当するが、スイフト（国際銀行間通信協会）

によれば、世界の貿易投資などの決済に使われる通貨別のシェアで人民元は今年 月に初めて円を上回るなど

その存在感を急速に高めている。

人民元に目をつけ国際化を後押しする国際金融界

国営新華社通信が 月 日「 入りは名ばかりではなく、国際金融市場や通貨システムの安定促進を必ず

実行する」との論評を発表するなど、中国は「前のめりの高揚感」（ 月 日付産経新聞）を隠そうとしない。

それに対して、日本では「 を背後から突き動かしたのは国際金融界である」とするいささか陰謀めいたコメントが

聞こえてくる。 年 月のリーマン・ショック後、世界で急激にプレゼンスを高めた中国経済に国際金融資本が

目をつけたのは確かである。

最近では英国政府が の最終決定を見越してシティへの元決済機能の誘致を実現しているが、米国でも経済

界の首脳が国内での人民元取引・決済の容認に向けて作業部会を設置した（ 月 日付ブルームバーグ）。

日本のメガバンクも、積極的な姿勢は示していないものの、「いったん出遅れれば顧客を奪われてしまう。

元決済ビジネスをやるリスクよりやらないリスクの方が大きい」として追随の構えを見せている。

産業界でも動きがある。独自動車大手であるフォルクスワーゲンは中国との取引で獲得する大量の人民元を

ユーロに両替すると手数料がかかることから、日本の自動車部品メーカーに元決済を持ちかけているという

（ 月 日付産経新聞）。

年 月時点で、中国の現預金総額は 兆ドル超（ 年 月末時点）と巨額である（日米合計の約 兆ドル

を上回るとされている）。

世界最大の通貨発行量を誇る人民元が国際金融資本と結託して国際通貨となれば、「人民元は世界を脅かす

現代版悪貨」（田村秀男産経新聞特別記者）となり、円はその波に呑み込まれてしまうかもしれない。

儲からなくなれば中国は見捨てられる

『 秘密裏に遂行される「世界覇権 年戦略」』（日経 社）は、国際金融資本が拠点を置く米国と

中国の戦後の関係を読み解くために有用な本だ。

著者のマイケル・ピルズベリー氏は米国のインテリジェンスサークルの中で長年「パンダハガー（親中派）」の役割

を担ってきたが、最近になって中国の「 年マラソン戦略」（米国主導に従うふりをしながら 年までに米国に

代わる覇権国になるという秘密戦略）に気づいたという。

ピルズベリー氏が述べる米中関係をかいつまんで説明すると、「 年から米国はソ連に対抗するために中国

を育てたが、ソ連崩壊により米国は中国と組む意味を失ったために米中関係は一時悪化した。

しかし中国は当初反中色強かったクリントン大統領の取り巻きをロビー活動等により籠絡し、米中関係を再び好転

させることに成功した」というものである。

年代初頭までは安全保障上の要請からだったが、米国（国際金融資本）がクリントン政権以来、

「世界一の人口を誇る巨大市場で儲ける」という経済上の理由で中国に急接近したのだとすれば、

儲からなくなれば見捨てることになる。

中国に進出した欧米の金融機関の撤退の動きが加速していることを以前紹介したが、

米国では、中国株上場投資信託（ ）に対する空売りが カ月前の中国株バブル絶頂期以来のハイペースで

積み上がっているという（ 月 日付ブルームバーグ）。



こうした取引が前回急増した 月には中国株が急上昇から急落に転じたため、空売り投資家の見立ての

正しさが立証された形となったが、今回も「 匹目のドジョウ」がいるのだろうか。

月 日、中国株式市場は ％安となり、 月 日の下落率 ％以来 カ月ぶりの大きな下げ幅を記録した。

今回の株価の大幅下落に最も大きな影響を与えたのは、 月の中国株暴落後に政府の救済策の先兵として活躍

した「国家隊」と呼ばれる政府系証券会社が、当局から規則違反の疑いで調査を受けていることである。

中信証券や国信証券を始めとする 社で構成された「国家隊」のうち、既に 社はインサイダー取引や

取引情報漏洩の疑いをかけられている。習近平指導部は 月の株価暴落と金融関係者によるインサイダー行為を

「経済クーデーター」と断定し、大々的な調査を行うとされている（ 月 日付大紀元）。

証券会社は「恩を仇で返された」ようなものだが、当局の調査による経営の混乱が一段と深刻なものになれば、

業界第 位の中信証券が当局主導で競合他社に買収される可能性が出てきている（ 月 日付ブルームバーグ）。

反腐敗運動を名目に中国特有の「人治主義」が金融業界全体を覆いつつある現状を鑑みると、「二匹目のドジョウ」

どころか「巨大なクジラ」が今後出現するのではないかと思えてくる。

中国政府が 月 日に公表した 月の景況指数によれば、 年 カ月ぶりの低水準に沈む製造業を尻目に

金融業界をはじめとする非製造業部門は好調を維持しているが、「金の卵を産むガチョウ（金融業界）」が

権力闘争のために犠牲になるのは時間の問題なのかもしれない。

深刻な在庫過剰問題、「爆買い」にも陰り

過剰在庫問題もますます深刻になっている。

中国メデイアによれば、在庫過剰が深刻化している上場企業の在庫額が合わせて 兆元（約 兆円）に

達したようだ。

その業種別内訳を見てみると、不動産分野が 兆 億元で首位。以下、建築分野（ 兆 億元）、

化学分野（ 億元）、機械分野（ 億元）、探鉱分野（ 億元）、鉄鋼分野（ 億元）、

自動車分野（ 億元）と続いている。このうち不動産・建築分野を合わせた企業数（ 社）は上場企業全体の

％に満たないが、在庫額は全体の 割近くを占めており、上海市場に上場しているゼネコン大手の中国建築 社

だけでその在庫額は 億元にも上っている。

今年の在庫伸び率は ％の大台を超えるとされているため、習近平指導部も重い腰を上げざるを得ない状況

に追い込まれている。 月 日に内部の会議で住宅在庫問題の解決を指示したとの憶測が流れ、

新しい政策が近いうちに発表されるとの観測が浮上している（ 月 日付大紀元）。

遅きに失した感が強いが、仮にこの問題を短期的に解決しようとすれば、

経済全体がハードランデイングになるだろう。

中国人の「爆買い」も陰りが見え始めている。

月 日に発表された中国のサービス貿易統計によれば、 月の海外旅行支出は約 億ドルとなり、

月の 億ドルを大幅に下回った。

米国の不動産に対する中国人の投資意欲の低下が鮮明になっている（ 月 日付ロイター）。

中国株の大幅下落などに伴う保有資産の目減りが関係しているとの指摘がもっぱらである。

急速な高齢化の進展も中国の今後の経済成長の大きな足枷になるだろう。

中国政府が 月 日に発表した統計によれば、 年時点で中国の 歳以上の高齢者の総数は 億 万人

に達し、世界で高齢者人口が最も多い国家となっている（総人口に占める割合は ％）。

未曾有の資金流出が起きるリスクも

人民元の国際化により国内への海外資金の流入を拡大させたい中国だが、来年 月に向け一層の改革を

行わない限り「捕らぬ狸の皮算用」に終わってしまう。



一方で、「人民元の 採用による国家の威信を高める」という悲願を達成してしまった今、

日増しに高まっているのは「株価急落の原因は悪辣な外国資本である」と指弾する保守派勢力の声である。

また、当局の締め付けと外国企業との競争激化を恐れる金融業界からも、「資本勘定の完全自由化を急ぐことは

金融リスク管理にとって好ましくなく非常に慎重に取り組むべきである」との論調が出てきている。

こうした状況のなか、中国政府が今後も改革を続けていくことができるか予断を許さない状況になっていると

言ってよい。 人民元は昨年景気の失速懸念から対ドルで 年ぶりに下落に転じ、今年夏から数度にわたり切り下

げ措置がなされたことがあいまって、「人民元が今後も下落を続ける」とのコンセンサスが出来上がってしまった。

市場関係者のマインドを変えるためには相当の規模の景気刺激策が不可欠である。

しかし、その見込みは薄いと言わざるを得ない。

人民元の国際化を進めること自体は正しい政策だが、経済が急減速した状況下で人民元の自由な交換を

認める踏み込んだ改革を実施すれば、未曾有の規模の資金流出が起きるリスクがある。

最悪のタイミングで人民元改革を始めた中国政府にとって「進むも地獄、戻るも地獄」なのである。

儲からなくなった中国に対して、国際金融資本が手のひらを返して見捨てる日が近づいているとするのは

言い過ぎだろうか。

年 月に任期（ 期 年）切れを迎える のラガルト専務理事は、人民元の 採用により再任のチャンスを

固めたようだが（ 月 日付ブルームバーグ）、人民元が晴れて 入りするまでには一波乱も二波乱もあるので

はないだろうか。 （藤和彦）

上記のレポートで、田村秀男様や藤和彦様が指摘しておられるように、

来年の１０月の人民元の正式なＳＤＲ入りまでには、様々な波乱が生じてくるにちがいないと思います。

世界の様々な金融界が、人民元決済ビジネスに積極的になっているようですが、人民元決済を導入したり

人民元決済ビジネスに関与した組織は、大きな損失を被ることになるのではないでしょうか。

中国経済の崩壊が今後どのように進展してゆくのかは分かりませんが、

株式バブルのさらなる崩壊、不動産バブルの崩壊、中国からの資金流出、などが加速してゆくことに

よって、中国経済の崩壊が進んでゆくことは避けられないのではないでしょうか。

下記のような米国の利上げも、中国経済に影響を与えることになりそうです。

米ＦＲＢ議長、月内の利上げ改めて示唆

日本経済新聞 【ワシントン＝河浪武史】

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のイエレン議長は２日、ワシントンで講演し、

「経済指標は想定通り改善している」と述べ、 月 ～ 日に開く次回の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で

９年ぶりの利上げに踏み切る可能性を改めて示唆した。利上げ後の政策運営は「緩和的なスタンスを保つだろう」

と指摘し、緩やかな引き締めペースになるとの見方を強調した。

イエレン氏は「経済データ次第だが、ＦＯＭＣは年内の利上げが適切だと指摘してきた」と述べた上で

「米経済は来年、再来年と雇用をさらに改善させる十分な成長力がある」と主張した。

月の前回ＦＯＭＣ以降の経済データも「雇用改善が続くという我々の見通しと矛盾していない」と指摘し、

次回ＦＯＭＣでの利上げの可能性を強くにじませた。

金融市場は９年ぶりの利上げをほぼ確実視しており、焦点はゼロ金利解除後の政策運営に移っている。

イエレン議長は「もちろん緩和的スタンスが続く」と強調し、緩やかに引き締めていく考えを示した。

利上げを急ぎすぎれば景気回復の妨げになるとも指摘した。



夕刊フジ

米利上げは中国に打撃 原油価格に影響 世界経済への反作用も懸念

先週の米国の雇用統計を受けて、市場では１２月の利上げ観測が強まっている。

米国が利上げに踏み切った場合、新興国に影響が生じるとの指摘もあるが、

どのようなタイプの国に起こるのだろうか。

まず懸念されているのが、中国経済への影響である。

中国経済自体が低迷しているのだが、何しろ信頼すべき統計がない。

そうした不透明感もあって、中国からの資本流出があるなか、米国の利上げで加速される可能性がある。

中国へ貸し付けている外国銀行にとっては、米国の利上げによって資金調達コストが増え、

資金源が縮小するためだ。

この過程で人民元安になった場合、人民元の安定化のために中国当局が外貨準備を取り崩し、

米国債を売却することもありうる。その際、米国の金利が予想外に上昇することもある。

これは、米国経済にとっても不安材料である。

次に、米国の金融政策はさまざまな価格に影響を与える。

原油価格は産油国の意向や需給関係で決まるといわれている。

それは間違っていないが、長期的に見ると、意外なことに金融政策との関係が大きい。

１９８６年以降の原油価格は、かなりの程度、米国の金融政策（マネタリーベース＝中央銀行が供給する資金）で

決まっている。マネーの量で一般物価が決まるのは、基本的なセオリーであるが、原油価格がその代表例となって

いると思えば理解できるだろう。

もちろん金融政策だけで決まると言っているわけではなく、マネタリーベースのほかに、

例えば、米国の生産指数をとれば、原油価格がリーマン・ショック時に急落したことも説明でき、

その２つの変数で９割の原油価格の動きを説明できるようになる。

原油が好例であるが、一般的に資源価格は、予想以上に米国の金融政策の影響を受ける。

利上げということは金融引き締めであり、マネーの減少を招き、その結果、資源が相対的に多くなるので価値が

下がり、資源価格下落になる。

これに輪をかけるのが、最近の中国経済の低迷である。

こうしたときは、米国の金融引き締めが、資源価格の下落を招きやすい。

そうした影響を受けやすい国といえば、ブラジルやロシア、南アフリカ共和国といったコモディティー（商品）輸出国

だろう。 これらの国では、一時的な通貨安が生じて、国際金融市場で混乱が起こる可能性がある。

以上の影響は、中国、ブラジル、ロシア、南アフリカなどへ及ぶが、それらの国の世界経済に占めるウエートは

かつてないほどに大きい。 このため、米国の金融政策が世界経済へ影響して、場合によってはその影響が

米国にかえってくることも十分に考えられる。

すでに失業率が５％という完全雇用（働く意思と能力がある人が全員雇用されている状態）にならんとしている

米国経済だけを考えれば、利上げは必要だが、同時に世界経済への反作用も考慮せざるを得ない難しい状況に

なっている。 （元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一）

中国経済の崩壊は、習政権に対立する軍部のクーデターをひきおこす可能性が高いことは、

『中国及び日本経済の動向 ９月１５日』でも考察いたしました。

１２月２日の福島香織様の記事でその危険性を再度確認することができました。



日経ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾝﾗｲﾝ 福島香織

『習近平の軍制改革は、成否問わず世界のリスク 権力闘争で不安定化、改革推進で強軍化』について

習近平は政敵を倒すためにいろいろ仕掛けてきていると言うのは

誰しも理解していると思います。

反腐敗運動は「自分のことは棚に上げ」と言うものの、

庶民は職権濫用で私腹を肥やしてきた権力者の打倒には

喝采を送っていると思います。

ただ、軍の改革は非常に難しいでしょう。

軍の経験がない習に軍人は面従腹背で臨むのでは。

今までのポストも減り、商売（兵器横流しや、

売春宿の経営等違法行為）もできなくなると

暴力装置である軍が黙っているかどうかです。

クーデターもあり得ます。

中略

記事

年の三中全会で予告されていた通り、

習近平の軍制改革がいよいよ始まった。

かなり前倒しの感がある。

月 日から 日までに北京で中央軍事委員会改革工作会議

が開かれ、そこで「軍制改革方案」が決定された。

年までに今の陸軍中心の軍区制から空海軍中心の戦略区制に改編、軍令と軍政を分離させる。

また 月 日の軍事パレードで宣言したように 万人の兵力を削減し、巨大な政治体であり腐敗の温床で

あった解放軍を高度に情報化した先進国並みにプロフェッショナルな近現代軍に作りかえるのが目標だ。

この大規模軍制改革とは具体的にどのようなものか、習近平の狙いはどこにあるのか、

そして軍制改革が国際社会にどんな影響をもたらすのか、今現在出ている情報を整理してみたい。

強軍興軍の通らねばならない道

この決定によって、全面的な強軍化戦略の実施の堅持が明確化されたという。

中央軍事委国防と軍隊改革深化指導小組長の習近平は、会議の席で「国防と軍隊改革の深化こそ中国の夢、

強軍の夢の時代的要求に合致しており、これは強軍興軍の通らねばならない道であり、また軍隊の未来を決定

する鍵でもある」と強調した。

具体的にどのような改革が実施されるのかを見てみよう。

まず、なぜ今、軍制改革をやろうとしているのか。

公式には、習近平の掲げる「二つの百年」目標実現のためという。

つまり①共産党成立 年（ 年）までに中国で全面的なゆとりある社会（小康社会）を打ち立てること、

②中華人民共和国設立 年（ 年）までに社会主義現代国家を打ち立てること、を実現するためである。

国際社会の複雑な変化に対応し、中国の特色ある社会主義を堅持、発展させ、”四つの全面”（習近平の国家

統治のための戦略布石、全面的小康社会の建設、全面的改革の深化、全面的法治国家の推進、全面的党治の

厳格化）の協調的推進に、必ず必要なのが軍制改革による強軍興軍化である、という。

軍制改革の骨子は主に四つ。

①今の軍区制を廃止して戦区制（戦略区制）にする。

②軍令と軍政を分離し、軍の司法機構を一新する。

③ 万兵力を削減し 万兵力とする。

④軍の”有償サービス”の全面的廃止。

福島香織
フリージャーナリスト。

元産経新聞記者。

中国ウォッチャーであり、

社会、文化、政治、経済など

多角的な取材を通じて

近くて遠い隣の大国 との

付き合い方を考える。



旧ソ連式の軍区制から米軍式の戦区制へ

まず、①から解説しよう。

軍区制から戦略区制に代わると、どうなるのか。

従来の解放軍の軍区制とは、旧ソ連の軍管区制度にならったもので、中国が国境から敵に侵略されることを

想定して陸軍を七つの地域に密着した軍事組織・軍区に分けている。

例えば瀋陽軍区は北朝鮮、成都軍区はインド（チベット独立派）、北京軍区はモンゴル、南京軍区は台湾（日本）、

蘭州軍区はロシアやウイグル独立派、済南軍区は対外敵が想定されていない予備軍区というふうに。

軍区の司令にその地域の作戦を実施する上でのかなり強固な指揮権があり、そこに所属する海軍、空軍、

第二砲兵（ミサイル部隊）の指揮権も、兵站や兵力の配置なども軍区の指令が基本的に担う。

また軍区には政治委員も設置され、軍政権も軍区ごとに強い。地域の密着型の極めて政治性の強い軍組織

であることから、利権の温床ともなりやすく、軍閥化もしやすい。

軍内派閥もだいたいこの軍区の出身によって形成されてきた。

49年に軍区制が導入されて以来統廃合はあっても、軍区制自体が変えられることはなかった。

一方、戦区制とは、米軍の統合軍がモデルのようで、戦略・作戦目的ごとに陸、海、空軍の統合軍が設置され、

指揮系統も統合作戦指揮系統が置かれる。

中国が今現在想定する戦争は国境から外敵の侵略に対応するものではすでになく、南シナ海・東シナでの

空海軍やミサイル部隊を主力とした紛争だ。 あるいはテロや内乱といった非対称戦闘だ。

そう考えると陸軍の地域密着型軍区の強い指揮権は意味をなさないうえ、その強い政治性は中央にとって

脅威でしかない。

軍区制はかなり前から時代遅れと言われ胡錦濤も廃止しようとあがいたが、軍区＝陸軍の利権でもあり、

強い抵抗にあって頓挫していた。

今のところは七大軍区が四大戦区（北京、南京、成都、広州）に改編される見通しだ。

②について。従来、解放軍の実権は四大総部（総参謀部、総政治部、総装備部、総後勤部）が握っており、

中央軍事委主席の統帥権など名目でしかなかった。

だが改革では「軍政と軍令の切り離し」を進め、軍令権を統合作戦指揮系統に置くという。

統合作戦指揮系統は中央軍事委直轄となる。つまり最高軍令権を名実とも習近平が掌握することになる。

最高軍令権を習近平が掌握、軍縮という名の粛清

また、これまでは中国の軍は軍政権を握るものが軍令権も動かしている部分があった。

軍事は軍政権（軍事行政、装備、兵站など軍隊建設に関わる政治）と軍令権（作戦統帥権など軍事力の

直接的使用に関わる権力）からなっている。

平和時、軍令権はあまり存在感がない。むしろ軍政を握るものが軍の権力の中枢を握ることになる。

逆にいえば、それが平時の軍の常態である。

だが、習近平が軍令権と軍政権を分離し、軍令権については自らが掌握することにした。

これは、平時から戦時体制に変わる準備ともいえる。

軍令権の中には仮想敵国の想定や戦術戦略研究の方針も含まれるという。

この改革が進めば、これまで軍の実権を握っていた四大総部は、中央軍事委の決定に従って実務に専念する

職能機関に格下げになる見通しだ。中でも総政治部の権限は大幅に弱体化する。

さらに、軍中の司法機構が一新されるという。 中央軍事規律委員会は軍の腐敗を摘発、裁く機関である。

だが、今の状況では、この軍司法機構は身内意識が優先して厳しい裁きはあまりできなかった。

長らく軍政を握っていた習近平の政敵・徐才厚（失脚、すでに死亡）の人事、影響力が強く残っており、

徐才厚残党一層のためには、現行の軍司法機関では甘い、というわけだ。

軍事中央規律委の独立性を確立し 新たに軍事政法委を作るなど、大幅な軍の司法機構改革するもようだ。

③について。30万人削減は9月3日の大閲兵式での演説で、習近平があたかも軍縮が目的のようなかっこうで

発表したことだが、これは軍縮ではない。

軍のスリム化による強軍化であると同時に、軍の徐才厚、郭伯雄（ともに習近平の政敵として粛正された）の残党の

粛正発表と受け止められている。



七大軍区の改変も、徐才厚派閥の多い瀋陽と郭伯雄派閥の多い蘭州の軍区おとり潰しが裏目的と

見られている。

また、この 万人の内訳は多くが「非戦闘員」と言われている。

汚職の温床化している装備部の圧縮が真っ先に挙げられている。

また 万人中 万人は、陸軍の江沢民系、徐才厚系、郭伯雄系ら将校クラスともいわれている。

習近平夫人の彭麗媛の出身母体である総政治部歌舞団はじめ文藝工作関係者や八一映画フィルム製作所など

の宣伝工作要員ら 万人も対象になるようだ。

この軍のスリム化は 年までに完了させるという。

ちなみにリストラされた兵員がどこに行くかは、不明。 新疆方面の武装警察に対テロ要員として編入される

という説もあるが、将校クラスともなれば、そうした再就職は難しい。

それなりに軍内実権ももっていた彼らが大人しくリストラされるかどうかも、習近平の力量が試されるところだろう。

最後に④について。軍の有償サービスとは、軍が経営する民間向けの商業活動である。

年、江沢民政権下では一応、軍の商業活動は表向き禁止となったが、実際のところは暗黙裡に認められて

いる分野は多々あった。 また軍病院や軍事学院、軍の倉庫の民間開放や軍所属の歌舞団や文藝工作団の

テレビ番組出演なども認められてきた。

軍の土地の使用権が商業マンション用に譲渡されたりもした。

これらは軍の利権・腐敗の温床となっているということで、これらを一切認めない方針に切り替わる。

この軍の利権を徹底摘発する過程で、おそらくは政敵排除を進めていくと思われる。

やってもやらなくてもリスク

習近平が会議席上、「軍民融合」を訴えているが、これはこれまで軍部の握っていた商業サービス部門を

民間に任せていくという考えも含まれているようだ。

こうした刺激が、軍事産業系企業などの活性化につながるとの期待もある。

こうした軍制改革を実際 年までに行うとなると、かなりの力技が必要であり、またリスクもある。

リスクとは軍内部にくすぶっている不満が、何かの形で表面化することだ。

今のところは、苛烈な粛正による恐怖で軍内部の不満を抑え込んでいるが、 万のリストラによって生活の糧を

奪われる者や、有償サービス全面禁止によって利権を奪われる者の恨みの深さを想像すると、

たとえばクーデターが起こっても不思議ではない。

徐才厚の出身軍区である遼寧軍区など、まるごと消滅するかもしれないのだから、窮鼠猫を噛むではないが、

一か八かの勝負に出ることもあるかもしれない。

なにせ、軍というのは、大量の武器を所持している、最も実行力のある組織なのだ。

実際、習近平が、徐才厚残党の反撃を非常に警戒していることは今年の北載河会議でも口に出している。

それでも、そのリスクを承知で、軍制改革を進めようとするにも、当然の理由はある。

軍の今の状況を放っておいてもリスクなのだ。

すでに徐才厚、郭伯雄という軍の制服組の二大派閥の親玉が粛正され、軍の動揺ははかりしれない。

その粛正を徹底し、習近平が新たな親玉として実力を兼ね備えなければ、軍が習近平の敵となる可能性がある。

またドイツの華字メディア・ドイチェヴェレはメルカトル中国問題研究所の専門家の言葉を引用してこの軍改革が

「解放軍のバルカニゼーション（互いに対立する小単位に分裂すること）を避けるため」という見方を示していた。

もう一つの理由は、軍制改革をやり遂げねば習近平政権が政権の座に安穏とできない、ということ。

江沢民、胡錦濤の両政権と大きく違うのは、毛沢東に続く中国の強人政治家・鄧小平の欽定であるかないか、だ。

鄧小平の欽定でない習近平は、鄧小平に匹敵するような軍の掌握ができて、初めて「銃口から生まれた政権」

共産党のリーダーとして認められるのだ。



中国は、どう転んでもリスクであり脅威

そう考えると、この軍制改革は極めて内政的な要因、つまり権力闘争的要因で行われるものと見て間違いない。

だが、軍制改革の内容が国土防御を中心とした軍区制から対外戦略を中心とした戦区制に転換するというもので

ある以上、日本のように対立する利害もある隣国にしてみればこれは中国の軍事的脅威の質的増大に他ならない。

しかも、中国は内政があって外交がない、あるいは内政のために外交を行うような面は多々あり、

非常に内政的理由で、中国が良好な隣国関係や国際社会での評価や信頼を犠牲にすることも過去にあった。

解放軍のバルカニゼーションも、クーデターも、国際社会にとっては当然大きなリスクなのだが、

習近平が軍制改革を成功させ強軍化を実現すれば、南シナ海や東シナ海の紛争リスクも上昇する。

つまり、今の中国はどう転んでも、リスクであり脅威なのだ。

その様々なリスクと脅威に、日本はどう対応していくのか。何度も問いかけてきたことを、今一度、問いかけたい。

福島香織様のブログの７月２９日のコラムには、周永康氏失脚の経緯についての見解も詳細に書かれて

いましたので、転載させていただきました。

中国趣聞博客

周永康が最後の大虎なのか？

年 月 日福島香織

◆いや、急に新書一冊８日〆で仕上げることになり、サイトの方にあまりかまけてられないのですが、

さすがに周さん失脚が発表になったので、ちょっとは書いとかないとね。

◆新華社北京電によれば、７月２９日、ついに周永康が共産党章程と中央規律検査機関事件調査工作条例に

基づき、「重大な規律検査違反」によって、立件にむけた取り調べを行うと党中央が決定しました。

周永康同志じゃなくて、周永康と呼び捨てです。つまりすでに党籍剥奪されているんです。

◆周永康って誰？という人に、簡単にご説明を。

胡錦濤政権時代の党中央政治局常務委員です。そのころ政治局常務委は９人いました。

習近平政権では７人に減りましたが。共産党は集団指導体制と呼ばれ、党総書記を中心としたこの政治局常務委

が

重要決定のすべてを決めます。

最後の最後の決定をするのが、党政治局の９人、ないしは７人が挙手の多数決で決めるんです。

ですから元政治局常務委とは党指導部、早い話がトップです。

◆周永康さんは、胡錦濤政権時代のトップ９人のうち、９番目でした。

中央政法委書記という役職にもついてました。

これは警察（公安）と武装警察（国内治安維持目的の軍の下部組織）の

指揮権を握る役職です。

◆そんな偉い役職について、円満に引退したあとにタイーホとか、

従来の共産党政治、少なくとも鄧小平以降の

安定した共産党政治の中ではありませんでした。

しかも、彼は上海閥の江沢民子飼いの部下でした。

上海閥というのは江沢民政権時代に上海周辺出身者や

江沢民お気に入りが出世して中央に作った派閥です。

中国石油大学（旧北京石油学院）出身で、石油企業経由で

官僚になった周さんは、この上海閥の中でも、特に石油利権グループに

石油閥に属してました。



また四川省書記も務めていたので四川にも人脈がありました。

指導部の一人で、公安・武警トップで、上海閥の主要メンバーで、石油閥で、四川閥。

なので、ものすごい利権と権力を持っていました。こんな権力と金を持っていた人が、たとえ引退したとしても

刑事罰に問われることなど、共産党政治の秩序的には、これまでありえなかったのでした。

◆で、周さんがどうして失脚したかというと、最大の原因は、薄熙来・元重慶書記の失脚です。

彼が失脚したことで、彼といつもつるんでいた周さんの悪事の証拠が習近平にどんどんばれることになりました。

悪さというのは、汚職、女性関係の乱れ、そしてクーデター計画容疑です。汚職と女性関係は、

どんな共産党官僚もする悪さなのですが、薄熙来と一緒になって習近平から権力奪取を画策したという疑いは、

見過ごせないものでした。

なので、習近平政権は、従来の「刑不上常委」（政治局常務委員は刑に問われない）という共産党政治における

不文律を破ってでも、彼を失脚させねばならないのでした。

ちなみに「刑不上常委」とは「刑不上大夫」をもじったもので、周～春秋時代の貴族・特権階級が刑事罰に問われ

なかったということです。 同じように共産党貴族の政治局常務委も罪に問われない、というニュアンスです。

◆これは激しい権力闘争が天安門事件みたいに「動乱」を引き起こして共産党政権をひっくり返しかねない危険性

に気づいた鄧小平が、権力を分散させるために導入した集団指導体制を支えるための不文律でもありました。

つまり政治局常務委を誰も裁けない、ということによって、政治局常務委９人ないしは７人が完全につぶしあうことを

避けるという意味です。ちなみに天安門事件が起きたのは、鄧小平 趙紫陽の権力闘争があったから、

というのは通説であります。文革は毛沢東 劉少奇の権力闘争。

◆しかし、周さんのバックには江沢民さんという元総書記元国家主席、習近平さんを後任につけてくれた恩人が

います。 恩人がかわいがっていた部下を失脚させるのは簡単ではありません。

しかも周さんの人間関係は広く、彼の罪をさばけばほかの党中央官僚、中央軍事委、政治家、企業家も連座しか

ねない。 いろんな人が周さんをかばおうとします。

しかし、習近平さんは彼を完全失脚させないと枕を高くして寝られないとばかり、ものすごい執念で、石油閥、

四川閥といった周辺から汚職を暴き、外堀をうめ、ついに昨年末くらいには、江沢民さんに、もう周永康はかばい

きれないわ、と認めさせるところまで追い詰めたのでした。

ですから周さんが公式の場で笑顔を見せているのは昨年１０月１日の中国石油大学創立６０周年式典以来？

中略

◆ですが、習近平さんは、周さんにとどめをさす前に、江沢民さんと超仲のいい、徐才厚さんと郭伯雄さんに

手を伸ばしたのです。 二人とも軍の上将、トップを務めた英雄です。 それが翌日に罪人に落ちるわけです。

郭さんなんか女装コラでネット民のおもちゃにされてしまったわけです。

◆で、にわかに曾慶紅さん、５月ころから軟禁状態らしいよ、とか、江沢民さんだけ、無事ってことはないよな、

とかそんな噂が香港とか台湾あたりから流れてきました。

◆そこで中国屋は、いろいろ妄想たくましくするわけです。ひょっとして、習近平さんの最終ターゲットは

元総書記を牢屋にぶち込むことじゃね？と。 そんなことできるんか、いやできまい。

いや、今の習近平ならやりそう、とかいろいろ、勝手な想像を言い合ってました。とりあえず、

８月の北戴河の非公式会議のゆくえがみものやね、と。

◆なので、私は周永康失脚発表も北戴河会議のあとだろうと思っていたのですが、なんと習近平は今年、

北戴河に行きません、と多維ニュースブログとか流しているじゃないですか。ほんと？

◆で、八一（建軍記念日）を控えたこのタイミングで、周永康失脚発表。これはどういう意味ですかい。

①もう、これで大虎狩り（党中央幹部の汚職退治）はほぼ打ち止め（令計画はすでに失脚済だと仮定して）

ですから、北戴河で根回しするには及びません。

江沢民さんまでには司直の手は及びませんし。ほかの仕事が忙しいし、北戴河には行きません、というメッセージ。

②北戴河で長老と相談して、虎退治の狩場の範囲を決めるなんて、やってられるかよ。

俺は狩りたい奴を狩る、という意思表示。

③実は何も考えていない。

◆ちょっと、もう少したってから、この点は考えてみたいと思います。

大虎退治、まだまだ続きそうな気がするんですよね。



２０１５年１２月１２日 明日香地震気象研究所 松本安生

福島香織様のコラムからは、習政権と対立派閥や対立軍部との内部抗争がエスカレートする

可能性が非常に高いことがうかがわれます。

特に中国経済の失速を契機として、内部対立がエスカレートしてゆことは必然だと思われます。

今後１～２年以内に軍部のクーデターが勃発する可能性は、非常に高いのではないでしょうか。

今後、中国バブルの崩壊がさらに表面化してきた時には、軍部のクーデターの可能性も高まることを

念頭に置いて、対策をたてておかれることを進言させていただきます。


