
『中国及び日本経済の動向 』 『中国バブルの本質 』では、

今の中国経済の現状と今後の展望について考察してきました。

真実を知りたいという衝動で考察してきましたが、正直のところ、これらのコラムを作成しながらも、

不安感が増してゆくのをどうすることもできませんでした。

これらのコラムを読まれた方も、理性的な判断では同意して下さったとしても、やはり感情的な高揚感は

得られなかった、というよりも、気分が落ち込まれたのではないでしょうか。

真実を追求してきたとはいえ、これらのコラムには何かが欠けている、との自問の結果、

『 これから中国のバブルが崩壊してゆき、日本にも経済的な試練がやってくるのは分かった。

では、どのような心構えで、何をしてゆけばよいか 』

ということが明確でないから不安感が消えないのだと気付いたのです。

『気迫や高揚感を持ちながら、これからの経済的試練に立ち向かってゆくには

どのような心構えで、何をしてゆけばよいのか 』

この課題をテーマにして、このコラムを作成しようと思いました。

まず、最初に、また気分が落ち込んでしまう内容になりますが、

中国の軍人、官僚、経営者の方々の生き様を考察してゆきます。

そして、最後に日本の経営者の方々の素晴らしさと、

日本の経営者の方々の今後の重要な役割について考えてゆきたいと思っています。

中国人民解放軍の堕落と腐敗の状況が２０１４年４月の日刊大衆の記事に掲載されていました。

常軌を逸した腐敗の内容は、とても事実とは思えないものです。

中国血みどろクーデター５秒前！習近平 人民解放軍戦慄バトル

年 月 日 時 分日刊大衆

巨龍・中国が揺れている。

その 震源地 は、人民解放軍だという。

「昨年３月の国家主席就任以来、習近平氏は汚職撲滅に向けて 虎も蠅も叩く と宣言しました。中国社会に

蔓延し、国民の大きな不満となっている汚職の一掃を最重要政策課題とし、精力的に取り組んできました」

（在北京・日本人特派員）

ただし、水清ければ魚住まず、は世の習い。

「習主席の汚職撲滅作戦があまりにも急ピッチだったため、ターゲットにされた共産党幹部や、そこに巣食う

不逞の輩たちの間で、習執行部への不満がうっ積しているんです」（前同）

なかでも、中国国内政治最大のタブーとされてきた人民解放軍の腐敗に、習指導部はついにメスを入れた。



「近年、軍事費はうなぎ上りで、中国初の空母・遼寧に象徴されるように、解放軍は肥大化を続け、

その隙間でさまざまな不正が横行していた。そのため汚職を禁じられた軍幹部の間で このままでは

干上がってしまう と、習執行部への危機感が急速に高まっているんです」（同）

その危機感は、いまや最高潮にまで達し、習指導部と２３０万人民解放軍の確執が国家体制を揺るがすまで

になっているという。

それにしても、習主席の軍汚職一掃大作戦は凄まじいのひと言。

象徴的事例がこの３月３１日、中国国営・新華社の公式ミニブログで報じられた 異例のニュース 。

〈人民解放軍の谷俊山（コクシュンザン）元総後勤部副部長（中将）が汚職や収賄、公金流用、職権乱用の

罪で軍事法廷に起訴された〉

谷元副部長は、人民解放軍の装備など各種物資の調達、施設の構築や維持など後方勤務を担当する

「後勤」部門に長く携わった人物。

０３年に少将、１１年には中将となり、人民解放軍内ではトップ３０の高官だった。

「主な汚職容疑は、軍用地の販売で代金の一部を着服したというものです。捜査の過程で、同元副部長の

自宅からは純金製の毛沢東像や同じく純金製の船の置物が発見されたほか、中国産最高級酒・

貴州マオタイ酒１万５６００本も発見されています」（在香港・日本人ジャーナリスト）

また、多くの腐敗幹部同様、派手な女性関係も露見した。

同氏が、周囲に「中国の女性芸能人は皆、オレのおもちゃになったことがある」と吹聴していたのが

暴露されたのだ。 その谷元副部長の汚職総額は１８０億元（約３０００億円）にも達し、軍汚職史上最高額

を記録したというから凄まじい。

習近平主席の軍汚職摘発は、さらに続く。

谷元副部長逮捕と同時進行で、人民解放軍の徐才厚（ジョサイコウ）元中央軍事委員会副主席（元大将）

にも「軍の階級を売買していた」との容疑で捜査の手が伸びたのだ。

「徐元大将は、（前記の）谷元副部長が軍内で昇格するうえで、強力な後ろ盾となっていた人物です。

昨年、軍の副主席を引退（引退に追い込まれた）し、体調不良のため入院。仮に今後の捜査で軍制服組の

元最高幹部逮捕となれば、超ド級の激震が軍内部に走るでしょう」（中国事情通）

国際問題評論家の井野誠一氏が言う。

「この２人に限らず、公金を使って２ケタに上る愛人を囲ったり、軍が専用で営む 接待所（売春クラブ） で

歓楽の限りを尽くしたり、さらには高級リゾート地に別荘を何件も所有する軍幹部は数知れません」

その人民解放軍の汚職が際立ち始めたのは、中国経済が急成長するのと機を同じくしている。

「中国経済の急膨張とともに不動産価格が急騰し、軍保有の膨大な土地が資産に変わったんです。

そこで行われた不動産取引が、軍汚職の根源になったと言われています」（前同）

汚職はさらなる汚職を生んだ。

まずは、昇進のための賄賂が頻繁に行われるようになり、将軍ポストが数十万ドルで秘密裏に売り

買いされたという。

「いったん軍幹部となってしまえば、末端からカネが上がり、貯まりに貯まる 賄賂の上納金システム が

できあがっていました。ポスト入手にかけたカネなど、即座に回収できたといいます」

（中国情勢に詳しい軍事ジャーナリスト）

驚くことには、武器の密売や転売も行われていたという。

たとえば、陝西省にある某軍需倉庫に保管されていた３８５機のミグ１５戦闘機が、いつの間にか２５機に。

行方不明の戦闘機は、アルミ合金として合金企業に転売されたという。



「同様のケースでは、四川省の軍倉庫にあった戦車や装甲車１８００両が解体され、鉄のスクラップ企業に

密売されていたことも判明しています。９６年以降、廃棄待ちの戦車や装甲車、軍用トラックの５０％が

消滅 したとも言われています」（前同）

こうして転売、密売された総額は３００億元（約５０００億円）にも達したという。

「これは一例です。国の財産である軍のさまざまな設備や資材が勝手に売られ、軍幹部のポケットに入って

しまう。 豪邸建設や不動産購入、酒池肉林の宴会費用に化けていたんです」（同）

そんな金権ドップリの人民解放軍を評して、麻生太郎元首相は「カネ儲けについては、

（日本の）ビジネスマンも人民解放軍に学んだほうが良い」と、お得意の毒舌で揶揄したほどだ。

習主席を支持する解放軍人脈

こうした解放軍幹部の腐敗は、これまで お目こぼし を受けてきた。

「中国の指導部にとって、軍の支持を得なければ、政権運営は不可能です。胡錦濤前主席も軍権の掌握に

手いっぱい、腐敗に手をつけるどころではなかった。それがわかっているからこそ、国民は大きな不満を溜め

込んでいるんです」（前出・軍事ジャーナリスト）

しかし、習指導部はついに、その解放軍にメスを入れたのだ。

中国問題に詳しいジャーナリストの富坂聰氏が言う。

「習改革も、当初は単なるポーズとみられていました。ですが、谷元副部長や徐元軍事委副主席にまで

司直の手が伸びるに至り、習主席の本気度が知れ渡った。腐敗した軍幹部たちは震え上がったんです」

習近平国家主席は、主席就任と同時に腐敗撲滅を掲げてきた。

「具体的には ４風（形式主義、官僚主義、享楽主義、ぜいたく主義）反対 のスローガンをブチ上げました。

特に汚職の温床と見られていた軍部に対しては、視察のたびに 軍隊は党の絶対的指導力を支持し、

党の命令に従わなければならないことを肝に銘じるべきだ と厳命し、プレッシャーをかけています」

（前出・日本人特派員）

江沢民元主席や胡錦濤前主席と異なり、習主席はもともと解放軍に一定の権力を持っている。

「習近平は早い段階で党中央軍事委員会弁公庁で国防相の秘書を務めるなど、軍と深い関係を構築して

きました。妻の彭麗媛（ホウレイエン）は人民解放軍文芸兵出身のスター歌手でもあります。

現在の解放軍の中堅幹部は、習主席の時代になって登用された比較的若い世代が多い。

胡錦濤前主席の息のかかった勢力がまだ残っているため、習派と対立構図が生まれている。

江沢民元主席一派は、比較的習派と連携していると見られています」（外務省関係者）

そうした 応援勢力 の支持を担保に、習政権は 軍のブラックボックス に攻め込み、一気に完全掌握しよう

としているのだ。

この４月４日には人民解放軍の海空軍幹部や全国７大軍区司令官ら１８人が、こぞって軍機関紙、解放軍報

などに「習近平国家主席の国防政策を支持する」と署名入りの発言録を発表。

習政権へ恭順する姿勢を見せるようになっている。

「しかし、とても安心などできません。習主席がトップを務める中央軍事委員会で言えば、副主席の

許其亮（キョギリョウ）上将は胡派、范長龍（ハンチョウリュウ）上将は中立。盟友には同じ太子党の劉少奇の

息子の劉源（リュウゲン）中央委員や張又侠（チョウヨウキョウ）上将がいます。

軍内部の習派が今のところ重石となっていますが、追い詰められれば、反対勢力が牙を剥くのは間違い

ありませんし、汚職撲滅をやりすぎると習派そのものが寝返る可能性も否定できません」（前同）

軍の暴走で尖閣強硬上陸も？

事実、解放軍内の不満は、ここにきて相当高まっているという。

「軍部隊によるビジネスや蓄財が禁止され、 宴会が仕事 と揶揄された人民解放軍も、今はおとなしくしている。

しかし、軍内部には見えない怒りが渦巻いています」（外務省関係者）



特に、軍幹部たちの最大の不満がカネだ。

「先般、習執行部は 国有企業改革（企業リストラ） をぶち上げました。国有企業の中には解放軍経営のもの

もあります。これらは、一部の軍幹部たちの 財布 にもなっていますから、改革の対象となれば大ごとです。

習政権が本当に手をつけるのか注目されています」（在北京・日本人特派員）

いま、中国経済最大の危機として浮上している シャドーバンキング（影の銀行） 問題も、同じ構図だ。

「シャドーバンキングの実質的経営者の多くが人民解放軍の幹部たちです。習執行部が、問題ありとして

シャドーバンキング潰しに出れば、それは即軍幹部たちの資金源を断つこととなり、これまた反発必至です」

さらに、習主席が目指す人民解放軍の近代化に名を借りた兵員リストラも軍の猛反発にあっている。

「習政権内部から ２３０万人もの兵員は必要なし との声が上がり、８０万人にも及ぶ大量の兵員削減が

ささやかれているんです。これも軍不満が高まっている大きな要因です」（前出・軍事ジャーナリスト）

中略

習近平政権 人民解放軍の熾烈な覇権争い。

世界がその動向を注視している。

これほどのモラルの低下と腐敗が蔓延していては、単に刑罰を強化するだけでは根本的な解決には

いたらないでしょう。

下記の記事は、中国からのお金の流出と官僚の腐敗ぶりをあばいたものです。

その人数と金額の多さもまた、尋常ではありません。

草莽崛起ー

中国から不正に海外へ流れたカネは３兆７９００億ドル

外貨準備高より多いカネが不正に海外へでた勘定になる（その２）

■中国関係

中国から不正に海外へ流れたカネは３兆７９００億ドル 外貨準備高より多いカネ（約４５５兆円）が不正に

海外へでた勘定になる（その２）

（前号より続き）

なぜ中国人はドルを欲しがり、米ドルに固執するのだろう？

筆者の推測では次のような背景と動向がある。

不正な資金の海外持ち出しは、まずは子供達と家族、親戚、愛人らを外国へ逃がし、いずれ自らも亡命するとき

の貴重な預金とする。かれらのことを「裸官」と言う。

豪の豪邸群は、半分以上が中国人で買い占められ、その中には曽慶紅・元国家副主席の息子、習近平の弟

らも含まれている。このあおりで不動産価格が暴騰したため、中国人への嫉視がおきている。

夏にカナダへ行ったおり、バンクーバーの高級住宅地にもひしひしと中国人所有物件が増えている様を目撃

してきた。バンクーバーは「ホンクーバー」と言われるが、空港周辺の地区は香港からの移民ばかりか、

新しく大陸からの移民で埋まっている。市内に中華料理店が雨後の竹の子のごとく急増した。旧チャイナタウン

はシャッター通りの廃墟のようで、苦力（クーリー）でやってきた末裔らは郊外に移転したようだ。

ロスアンジェルス郊外には中国人専用の「妾村」がある。



「海外投資」と称して「合法」を装って海外へ送金し、実際にはそのために使われず、不正に貯め込まれる。

典型例はアメリカの鉱山を買収した中国人起業家、結局、開発はなにもされず、投資資金は蒸発した。

巨大な国有企業は資源リッチのカナダや豪、ニュージーランドなどで鉱区、鉱山開発に天文学的なカネを投じた

ことになっているが、まともに稼働している石油鉱区、ガス鉱区、鉱山経営は希少である。とくにベネズエラあたり。

▼大半の不正資金は洗浄後、英領バージン諸島で「外国籍」のカネに化ける

もっとも一般的なルートは香港での資金洗浄のあと、英領バージン諸島へ送金され、ここで「外国籍」に化けた

資金が米国の不動産投資のほか、相当の金額は中国へ環流している。

この環流資金が「外国籍」のまま、中国の株式ならびに不動産投資に使われ、２００３年あたりから

不動産バブルを創出した。毎年、直接投資は９００億ドルから１０００億ドルだが、通貨、不動産、株式などへの

外国からの投資は年間２０００億ドルを超えた。

中国の不動産価格は十年で十倍になり、ＧＤＰの４７％が不動産関連にきえるという異常現象、

とても経済活動とは言えない投機ブームを招来し、あげくに三年前から不動産市場の崩壊へと繋がった。

自業自得の典型である。

バブル崩壊はとうに始まっている。筆者は既に数年前からこの実態を報告してきたが、日本のマスコミは

「中国の不動産価格は上昇を続けている」とあべこべのことを書いていた。

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。

地方政府の債務保証のない借り入れ、土地売却で５０００万の農民が流民化し、国有企業の無茶な社債発行。

国有企業のでたらめな株式上場と増資を繰り返し、投資に廻さず着服した。

香港はマネーロンダリングの隠れ蓑と化け、マカオは合法の賄賂交換場（故意に負けて巨額を支払う。

マカオでも博打で儲けた人に「領収証」を発行するので、非合法な賄賂が「合法」の収入となる。

そして全てが終わることになると悟った高官らは海外逃亡をはかり始めた。ＧＦＩの調査では３兆ドル強が

すでに海外へ逃げ去り、手元資金不如意となって国富ファンドは日本株を手放し、

資金不足に陥った企業は迂回融資のため、高利貸し、シャドーバンキング、そのうえ元利補償のない

「投資信託」（「理財商品」という）に手を出した。

ヤミ金融、やくざ金融、つまり中国は全土が「安愚楽牧場」化した。

ことしに入って不動産開発業者などの社債デフォルトが始まり、銀行は「増資」を繰り返し、当座のごまかしを

展開しているが、正常な経済活動とはとても言えない。

次の恐怖が迫り来ることを示唆して余りあるのが、ＧＦＩの報告書だった。

中国、特権官僚の海外逃亡続出！ 祖国と習近平体制を見限り財産まで

習近平体制下の中国で、高級官僚の海外逃亡が相次いでいる。中国当局は、家族や資産を海外に移し

国外脱出する官僚を「裸官（らかん）」と呼んで取り締まりを強化しているが、「習体制下で、すでに８００～

１０００人が中国を捨てた」（専門家）という。



そんななか、現地の一部メディアが高級官僚の子弟「太子党」の超大物が「国外脱出した」とも伝え、

波紋を広げている。特権階級の祖国脱出は何を意味するのか。

衝撃的なニュースだった。中国語のインターネット新聞「博訊新聞網」が、中国政府高官の話として

「●鄧朴方が、１０００億ドル（９兆８０００億円）を持って中国から逃亡した」と報じたのだ。

配信されたのは６月末だったが、波紋はいまも収まらない。

名前が挙がったのは、改革開放路線を主導して長く権勢をふるった●鄧小平氏の息子で、

共産党の中央委員を務めた●鄧朴方氏。高級官僚の子弟の集まり「太子党」の中でも大物中の大物

といわれる人物だ。

「特権階級の太子党の中でも序列があり、そのトップに君臨するのが『八大家族』。『革命元勲』と呼ばれる

毛沢東ら革命初期の大幹部の子弟のことで、●鄧朴方氏もその１人。国内ではアンタッチャブルな存在と

される」（外交関係者）

実は「博訊新聞網」が報じて以降、追随するメディアがほとんどなく、一時、内容の真偽を問うような見方も出た。

だが、現地の政府関係者の間では「信憑（しんぴょう）性のある情報」としてひそかに注目されているという。

「太子党」の１人で貿易関係の会社を経営する中国人実業家はこう説明する。

「われわれのコミュニティーの中で、６月はじめぐらいから、この話が広まっていた。中国の行く末を見限り、

子供たちの将来を見据えて行動を起こしたのでは、と。ただ、彼には、中国赤十字の寄付金不正流用疑惑へ

の関与を指摘する声もあり、それが理由なのかもしれないが」

「太子党の大物」をめぐるただならぬ噂。そもそもこうした情報が流れる背景には、習体制下で官僚たちの

国外脱出が増えている現実がある。

『中国人民解放軍の内幕』（文春新書）の著書で知られるジャーナリストの富坂聰氏は、「腐敗撲滅を掲げる

党指導部はいま、大規模な地下経済退治をやっている。

官僚の不正蓄財の取り締まりを強化し、ぜいたく禁止令も発令した。立て続けに出された金持ちいじめとも

言える政策に反発して中国を逃げ出す官僚が後を絶たない」と話す。

逃げ出すのは官僚だけではない。彼らがため込んだ巨額の資産も海外に流出している。

米誌「タイム」は６月、中国からの資産流出が「６０００億ドルに達した」と報じた。

「そのほとんどは官僚が汚職や賄賂などで不正に稼ぎ出したものだ。こうした資産を家族とともに海外に移し、

いつでも国外脱出できるように準備している。彼らは中国語で『裸官』と呼ばれ、問題視されている」（富坂氏）

裸官の実数はつかみづらいが、国営金融機関の中国人民銀行が昨年公表した「腐敗資産の国外持ち出しに

関する調査報告書」の中で、１９９０年半ば以降、汚職官僚や国有企業幹部の国外逃亡数は

「１万６０００～１万８０００人」と試算している。

中国事情に詳しい評論家の宮崎正弘氏は、「官僚たちは、国の危うい実態がよくわかっているからこそ

リスク回避のために中国脱出を企てる。胡錦濤氏から習氏に政権が移った昨年末がピークだったが、

新政権が発足してからだけでもすでに８００～１０００人が祖国を捨てたと言われている。官僚の国外逃亡を

取り締まる側の党指導部の多くも、海外に隠し口座を持ち、海外に拠点を持っていたりする。

国の将来を誰も信用していない」と話す。

中国では一般的に、全人口の１％ほどが特権階級とされており、その中でも、セレブ中のセレブである

「権貴階級」と呼ばれる３万～５万人が党中枢を牛耳っている。

「ある調査では、その権貴階級の８７％がすでに自分や家族の海外での居住権を取得していると

されている」と宮崎氏。

赤い帝国の内部崩壊が始まった。



下記の記事は、大金を持って海外に逃亡した汚職官僚を国際指名手配したという記事です。

数の多さは、やはり尋常ではありません。

海外逃亡した中国汚職官僚をめぐって、習近平と欧米諸国の「総資産 兆円」奪い合いが勃発

日刊サイゾー 年 月 日 時 分

習近平政権による「反腐敗運動」以降、中国の官僚や政治家、はたまた地方公務員にまで蔓延する汚職の

ニュースは、連日中国のメディアにも取り沙汰されている。習近平政権の「虎もハエも退治する」というスローガン

の下、大物政治家や地方公務員に対して大規模な汚職撲滅運動が行われているが、最近では、大企業の幹部

なども贈賄などで逮捕される事例が相次いでいるようだ。

年だけで、 万人以上の公務員が摘発されたことが分かっているが、その一方で、汚職容疑で逮捕状が

出されているにもかかわらず、海外に逃亡して悠々自適な生活を送っている者も多数いる。

「南方週末」（ 月 日付）では、海外に逃亡した中国人たちの生活ぶりについて報じている。

同紙は、中国共産党中央規律検査委員会が 上で、汚職などの容疑で指名手配となっている 名の名簿を

掲載したと報じた。

インターポールや中国当局の調べでは、逃亡先人気ナンバー はアメリカで、 人が逃亡。

次いでカナダの 人。ほかにはニュージーランド、オーストラリア、タイ、シンガポールなどが人気だそうだ。

海外に脱出した汚職官僚の総資産を合わせると約 兆円、中国の国家予算の 分の にもなる計算だ。

逃亡先でさらなる成功を収める者もいれば、中国へ強制送還される者も少なくない。

最近では、元江西省財政局に勤めていた李華波が強制送還された。彼は、公金 万元（約 億円）を横領

した容疑で指名手配され、シンガポールに逃亡していた。これまで人権問題などの理由で、中国政府からの

指名手配犯の引き渡し要求に消極的な態度を見せていた欧米諸国も、最近は態度を軟化させ、引き渡しに

応じる案件が増えてきた。「騰訊財経」によると、昨年 年間で中国に強制送還された汚職容疑者の人数は 人

を超え、 億元（約 億円）の資産を没収することに成功したと報じている。

産経ニュース
更新

中国が海外逃亡の汚職官僚ら１００人の“手配”リスト公表

「標的のほんの一部」 顔写真にパスポート番号まで

【北京＝川越一】国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）の在北京事務局は

２３日までに、収賄や公金横領などの疑いで国際手配中の元官僚ら

１００人のリストを公表した。これを受け、中国共産党で幹部の汚職を

調査する中央規律検査委員会はホームページにリストを掲載。

英字紙チャイナ・デーリーも２ページを割き、逃亡者全員の顔写真や

実名などの情報を掲載した。習近平指導部は最近、世界各国に捜査

への協力を呼びかけ、反腐敗運動のさらなる徹底をアピールしている。

党機関紙、人民日報傘下の国際情報紙、環球時報（英語版）によると、

同委は「今回のリストは、国家の標的のほんの一部分に過ぎない」

としている。

逃亡している汚職官僚ら１００

人の写真を掲載した中国の

英字紙チャイナ・デーリーの

２３日付の紙面（川越一撮影）



「中国政府は現在、米政府に対し、アメリカに渡った汚職官僚数百人に対して引き渡すよう求め、ハイレベル

協議が進んでいます。彼らのアメリカにある資産を合わせると約 ～ 兆円にもなるそうで、中には起業や

企業買収で数千人の雇用を生んでいる元汚職官僚もいる。また、華人系議員や市長に多額の献金をして

“守り代“を払っている者もいます。そのため、やすやすとアメリカが引き渡すとは思えない。引き渡すとしても、

小物のみに絞って資産を没収した上で、第三国経由に放逐する形になるでしょう。どちらにせよ、汚職官僚たち

は戦々恐々としているはずです」（米中関係に詳しい国内シンクタンク研究員）

現在、アメリカのロサンゼルスやカナダのバンクーバーには、汚職容疑で逃亡している中国人によって作ら

れたコミュニティーが存在するといわれている。中には愛人を囲い、横領した公金で優雅な生活をしている者

もいるようだ。しかし、今後アメリカ政府も、この逃亡中国人たちを中国政府との交渉に、外交カードとして

積極的に利用する可能性が高いと思われる。次の逃亡先を考えるか自首するか、彼らに残された選択肢は

少なくなってきている。

（取材・文＝青山大樹）

国際的にも拝金主義と非難されてきた、中国式経営姿勢。

その中国の経営者の間で、稲盛和夫様の経営哲学が大ブームになっているそうです。

東洋経済ＯＮＬＩＮＥ

上海発 トレトレ中国論

中国の経営者が稲盛イズムにはまるワケ

儲けても儲けても､幸せになれず

大城昭仁：インヴィニオチャイナ 総経理兼ＣＥＯ

野村證券、独立系投資会社を経て、 年に株式会社インヴィニオ入社。

総合商社、製薬、化学など１００社を超える上場企業において、新規事業開発、次世代経営者の育成、

グローバル組織開発などのプロジェクトを主導。

年より現職。上海市浦東新区外商投資企業協会常務理事。中国の大手研修雑誌の理事も務める。

年 月 日

先日、 歳になった。いわゆる不惑だ。

”不惑”という言葉は、言わずと知れた、論語の「四十にして惑わず」から来ているが、ずっとこの言葉、

おかしいのでは？と思っていた。

だって、論語のその続きは、「五十にして天命を知る」だよ。天命を知る 年前に惑わない？

それって無理じゃない？それに孔子自身、 代になって、国政に失望して旅に出ている。

当人だって、惑っているじゃないか。

「不惑」ではなく、正しくは「不或」

そこで調べてみたところ、なんと「惑わず」と訳すのは間違いのようだ。

孔子の時代には、惑の字はまだ普及してなかったので、正しくは「不或」らしい。

或の字は、土をつけると域、□で囲むと國となる。つまりは、「ボーダーライン」を意味する文字だ。

だから、「不或」は、「 歳になったら、あらゆるボーダーをとっぱらって、もっとチャレンジしなさい」

というのが本当の意味。

これなら納得できる。 歳よ、まだまだ落ち着くんじゃない！もっともっとチャレンジしろ！と 年前の

教えがお尻を叩いてくれる。中国の古典思想は本当に素晴らしい。



ところで、そんな素晴らしい古典思想を持つ国、中国で、今、大人気なのが稲盛和夫氏の経営哲学だ。

中国語に訳された著書は、累計 万部の大ベストセラーを記録している。

日中関係悪化の折でも、特別コーナーが設けられている書店まである。 月に浙江省杭州市で行われた

稲盛経営哲学報告会には約 人の中国人経営者が集まった。登壇した経営者は稲盛イズムを

どのように実践しているか、涙を流しながら紹介し、大きな盛り上がりを見せた。

今、なぜ、稲盛和夫氏の経営哲学がこんなにも中国人に人気なのだろうか？

「大会に集まった中国の経営者には、事業で成功して大きな財を成した方が多い。

そんな経営者たちに、稲盛の『利他の心』という考え方は強く突き刺さるようだ」と言うのは、

京セラ執行役員兼京セラ（中国）商貿総経理（社長）の後藤雄次氏。

中国では、近年の経済発展で多くの富裕な経営者が生まれた。彼らは、事業で得た富で、別荘を買い、

高級車を買い、高級品を買い集め、世界旅行に出かけ、あらゆる贅沢を経験している。

しかし、どれだけ贅沢をしても、満足が得られない。幸せを感じない。そんな中、稲盛経営哲学に出会い、

私利私欲を抑え、世のため人のために尽くす『利他の心』を知って実践することで、人生に喜びを感じるように

なるのだと言う。

中国で利他の心？

ただ、これは「にわかには信じがたい」というのが日本人の感想だろう。

今夏、米食材卸大手の傘下にある上海福喜食品で、消費期限切れの食肉使用やずさんな管理発覚し、

問題になった。街にはニセモノを売る店が平然と軒を並べ、路上では詐欺まがいの商品が売られている。

食品偽造も日常茶飯事で、下水からくみ上げられた油が調理用として売られている。

まさに、儲かれば何でもありの国。そんな国で「私利私欲を捨てる」？「利他の心」？

僕は、この現象に触れて、 での、全米心理学協会元会長マーティン・セルグマン氏による、

「何が人間を永続的に幸せにするのか？」というプレゼンを思い出した。

幸せには、①快楽、②没頭、③意義という３つがある。

①快楽は、レジャーやショッピング、スポーツなどによって、肉体的にあるいは感覚的に得られる幸せ。

②没頭は、仕事や趣味、恋愛や研究に没頭して得られる幸せ。

最後の③意義は、自分の長所を使って、何かに人生を捧げることによって得られる幸せ。

彼は、①快楽の幸せは、慣れが生じてしまうため、次々に、より強い快楽を必要とし、持続させることが難しい。

幸せを持続させるためには、②没頭や③意義へとステップアップすることが必要と言っている。

中国の経営者の話を聞くと、まさにこれに当てはまる。中国人経営者が、最初、稲盛氏に興味を持つのは、

「大富豪の経営者」「 を立て直した人物」として、あるいは「アリババのジャック・マーが信奉している」という

ことからのようだ。きっかけの動機は「もっと儲ける方法を知りたい」というのが本音に思える。

儲けても儲けても、満たされない。だから、もっと儲ける方法を探す。

そして「儲けるヒントを持っているかもしれない」人物、稲盛和夫氏に興味を持って本を手に取る。

イベントに参加する。しかし、そこに書かれているのは、儲け方ではなく、意義のある人生の創り方。

そして、彼（彼女）は「自分が満たされなかったのは、儲けが足りないからではなく、没頭できることや、

身を捧げるべき人生の意義を見いだしていなかったからだ」と気づく。

単純化して中国をみるのは禁物

今の中国は、まだまだ「快楽の幸せ」を求める段階。しかし、一部の、それが満たされ始めた人々は、

別の幸せを求め始めている。一定豊かになった人々の心に溜まった澱を取り除くカタルシスの作用。

それが、この稲盛イズムの大人気を生んでいるのでは無いかと僕は思う。

そういえば、就職活動の「企業を見るポイント」では、最近になって「報酬」がベスト から消えた。

都会の若者の間では、「車は欲しくない」という人が増えている。ライフスタイルにこだわりが芽生え始めている。

食品の安全問題と稲盛人気は、正反対の価値観を象徴する現象だ。

しかし、スピードの速さゆえに、その正反対の現象が同時に、しかも相当なインパクトで起こってくるのが中国だ。

物事を単純化して、ステレオタイプに見ていると見誤る。

この国の中には、幾つもの国が同時に存在していると思った方がいい。この連載では、そんな中国で起きている

ことを、上海に駐在している私の目線で切り取り、読者の皆さんに届けていきたい。



中国の稲盛和夫様の『利他の心』の経営哲学の大ブームは、日本経済の高度成長期に、

松下幸之助翁の人生哲学が、多くの経営者に多大な影響を与えていったことが連想されます。

松下幸之助翁の経営哲学、人生哲学の紹介記事は数多くありますが、それらの中の一部を紹介させて

いただきます。

東洋経済 ＯＮＬＩＮＥ

｢一人も解雇するな､一円も給料を下げるな｣

目先のことばかりを追っていてはいけない

年 月 日

江口克彦：故・松下幸之助側近 江口克彦えぐちかつひこ

（昭和 ）年 月 日､名古屋生まれ。参議院議員。

松下電器産業株式会社入社後、 年・ＰＨＰ総合研究所へ異動。

年・ 年・同研究所社長に就任。

年 月の参議院議員選挙に出馬、当選。

松下幸之助のもとで 年間、側近として過ごす。

昭和の大経営者である松下幸之助。彼の言葉は時代を超えた普遍性と説得力を持っている。

しかし今の ～ 代の新世代リーダーにとって、「経営の神様」は遠い存在になっているのではないだろうか。

松下幸之助が、 年にわたって側近として仕えた江口克彦氏に口伝したリーダーシップの奥義と、

そのストーリーを味わって欲しい。 編集部）

社員を大事にするという、松下幸之助の原点を推測できるような話をしてくれたことがある。

「きみ、社員は大事にせんとあかんよ。わしが、店を始めたころや。そのころは、店自体も小さいながら、

それでも、次第に発展しておったから、人を採らんといかんわな。それで募集すると。

けど、誰も来ぃへんわけや、早い話。ところが、時折、応募して来てくれる者がいる。こっちはな、

とにかく人が欲しいから、まあ、誰でもいいというわけやないけど、そこそこであれば、決めるんや。

明日から、来なさいと言う。ところが、そう言って本当に明日から来てくれるかどうか、心配になる。

翌朝、その子が来てくれるか、表の道に出て、角のところで、そっと覗いていて、遠くから歩いてくる彼の姿を

見つけると、嬉しかったな。よう来てくれた。すぐに店に戻って、待つんや。そんな状態やったな。

だから、その子を育てんといかん、立派な人に育てんといかん、と心のなかで誓っておったもんや」

この話を聞いたとき、松下の、社員を大事にする原点がここにあるのではないかと思った。

いいときもあるし、悪いときもある

昭和 （ ）年 月頃だったと思う。ある評論家の質問に身を乗り出して、にこやかに答えている。

「経営を進めていくと、いいときもあるし、悪いときもある。いいときには、それは、問題はありませんがね。

悪いときには、会社を縮小せんといかんという場合も出て来ますわね。だから、縮小することは、決して悪い

ことではありません。縮小しなければ、その会社は潰れますからな。

ただ、縮小するから、人が余るに決まってます。しかし、それを、簡単に余った人の首を切るということでは、

経営者としては失格ですわ。その余った人を、どう活用するか。どう使うかということを、経営者は考えんと

いけない。これは、当然のことです。

そう、その余った人たちを使って、新しい事業を考え出す。常に、経営者は、いざというときの新しい事業展開

の考えを持っておるということが大事ですね。

松下幸之助翁の晩年の 年間を側近として共に過ごされた 江口克彦様の著書や記事は多いのですが、

「松下幸之助の珠玉の言葉」シリーズの中の一部をご紹介いたします。



余ったら、首を切る。赤字になったら、社員の首を切る。そういう経営者は経営者たる資格はありませんわ。

そういうことをしていると、会社は大きくなりませんね。大事な社員を、経営者が工夫もせず、新しい仕事の

分野、事業も考え出すこともしないんですからね、失格と言われても仕方ないと思いますな。

私は、そういう考え方で仕事をやってきましたね。

社員は宝です、私にとっては。そんな宝を、捨てることは、ようしませんでしたよ」

次の話は、あまりにも有名である。後藤清一の『叱り叱られの記』から引用する《部分略》。

“おっ！皆よう聞けよ。 大将は泣いてはったで。 よう聞けよッ”。

昭和 年 月のことである。師走の風は松下にも冷たかった。同年 月の浜口内閣苦心のデフレ政策が裏目

に出るに及んで、事情は一変した。月商 万円の売り上げは、半分に急減。倉庫満杯。

製品はどんどん累積する。あの街この街に失業者が溢れ出る。物価暴落、倒産続出。

松下の従業員も、解雇の不安で浮足立った。密かに、整理すべき人の名前をメモし始めていた。

窮状打開に、井植氏は、ついに折から西宮で静養中の大将の枕元に走った。

“松下始まって以来のこの窮状を打開する道は、ひとまず従業員を半減し、生産を半減するほかありません”

大将は病床で腕を組む。 長い間、黙思し、しばし落涙されたという。 そして口を開かれた。

「一人といえども辞めさせたらあかん」

“なあ、ワシはこう思うんや。 企業の都合で解雇したり採ったりでは、社員は働きながら不安を覚える。

松下という会社は、ええときはどんどん人を採用して、スワッというとき、社員を整理してしまうのか。

大をなそうという松下としては、それは耐えられんことや。曇る日照る日や。

一人といえども辞めさせたらあかん。 ええか、一人も解雇したらあかん！”

そして、沈着な指示が飛ぶ。

工場は半日操業。 従業員も半日勤務。 生産半減。

ただし、社員の給与は全額支給すること。 ビタ一文削ることはあいならぬ。

一方、店員は休日を返上して販売に回る。 工場幹部も、昼からは販売に回る。

井植氏は小躍りする。 異論のあろうはずがない。 時を移さず、大将の意は全社に伝えられる。

ウォーッ。歓呼。嗚咽しながらの歓呼。 大将、よう言うてくれはりました。 売りまっせ、やりまっせ。

こみあげる感動に、皆突き動かさた。

翌日から、井植氏を先頭に、店員、工場幹部は、勇躍不況の街に散る。何としても売る。

熱意、火の玉と化して、世間の沈滞した空気をよそに、松下に恐ろしいほどの気迫がみなぎった。

わずか カ月で、あれほどの在庫が、きれいさっぱりと空になった。

社員一人ひとりの顔に、未曽有の不況を突破していく歓喜さえうかがえた。

やがて、半日操業中止。 全社を挙げて殺到する注文の消化に追われるようになった。 引用ここまで）

松下幸之助の、人を大事にする思いは、生涯、変わることはなかった。

昭和３９年の熱海会談での幸之助翁のスピーチは、最も有名なエピソードのひとつです。

明言格言集 名言の王国

松下幸之助（熱海会談ニュー富士屋ホテル）

昭和 年、幸之助は社長を女婿の松下正治に譲り会長職になって 年が経っていた。

しかし不況の波が押し寄せ松下電器（現・パナソニック）は創業以来の危機に直面した。

松下電器の全国約 万もの代理店のなかには倒産するところもあらわれた。



そこで幸之助はテコ入れをしようと、全国の販売店、代理店の社長、店主ら約 人を熱海の

ニュー富士屋ホテルに招待し、彼らの意見を虚心坦懐に聞くことにした。

「新製品が次から次に出るが、消費者は真新しさだけで、ソッポを向き出していることを知るべきである」

「観劇だ、なんだと松下電器は招待ばかりが多すぎる。それではわれわれが店にいる時間がないではないか」

「安い金融品が出回っていて、これでは対抗ができない」といった具合で

「儲からないのは全て松下電器の責任だ」といった声に集約された。

それに対して幸之助も「たしかに、当方にも非はあるが、販売店、代理店の経営悪化の原因の一つには、

あなた方の自主、独立精神が足らなかったことはないだろうか」と反論する。

しかし松下電器への不平、不満は収まらず議論は物別れに終わる。当初の 日間の予定では話し合いが

つかなかったので一日延長して、さらに議論を尽くすことにした。

そして翌日、幸之助は態度を一転させ涙声でおこなったのが有名な熱海演説である。

この演説により皆の心が一つになった。

熱海演説概要（昭和 年 月 日）

「よくよく考えてみると、松下電器にも改めなければならない問題がたくさんあります。

責任の大半は松下電器にあります。慢心が今回の真の原因であると思うのです。

長い間かわいがっていただいた皆さま方の恩顧を、われわれは忘れていたのです。

申し訳ないことだと思っています。

私は今、昭和 、 年ごろ、初めて電球をつくって、皆さんのところで買っていただきにあがったことを思い出しました。

『この電球はまだ信用、品質が超一流とはいえないかもしれません。しかし、やがてかならず横綱になって

みせますから、どうか売ってください』とお願いしたものです。

皆さま方は『よし、そこまで考えているなら売ってあげよう』と電球を置いてくれたのです。

そのことで、松下電器は大きくなった。本当に皆さまのお陰なんです。それを片時も忘れてはいけないのを

忘れていました。会社が皆さまに文句を言える義理は一つもないのです。誠に申し訳のないことです。

このうえは、考え方を改め、心を入れかえて取引条件なども含めて一切を改革、出直しするつもりであります。

誓っての改革を、皆さんにお約束します」

絶句しながらの幸之助の演説が終わる頃には、販売店、代理店の間にハンカチで涙を拭う者が続出した。

やがて中の一人が立ち上がり、声を上がる。

「今、会長のお話を聞いていると、われわれの方が、考え方が足りなかったのがわかる。

もともとわれわれと松下さんの間は単なる取引の関係などではなく、もっと精神的なところにあるはずです。

皆さん、われわれも一致して出直そうではないか！」 拍手があちこちから起き

「そうだ、お互いに頑張ろう！」の声とともに拍手が波のように起こり皆の心が一つになった。

会長に退いていた幸之助であったがこれを機に「営業本部長代行」を兼務して改めて改革への陣頭指揮をとった。

そして業績は回復し危機を乗り超えることができた。

参考文献 「田中角栄の才覚松下幸之助の知恵」著書 小林吉弥（光文社）

松下幸之助翁の生き様の根幹にあったのが、従業員への感謝心と思いやりの心だと思います。

烈火のごとく怒ることも多かったと聞きますが、怒った後には適切なフォローをされていたようです。

そして、根幹には人を大切する気持ちがあったのだと思います。

熱海会議で、２日間に渡る泥仕合に終止符を打ち、販売店の経営者の方々との団結心を深めたのも、

代理店経営者の方々への感謝心が内面に溢れてきたからだと思います。



熱海会議は、販売店の経営者の方々の抗議があったから開催されたのではありません。

その時は、幸之助翁は会長として実務から離れていて、講演や著述活動をしていたのです。

銀行からの報告書などで、販売店の危機を察知した幸之助翁が、販売店の危機的状況の実情を把握し、

解決策を模索しようとして開催したものです。

腹を割った本音の話し合いをしてゆこうと会議にのぞんだ幸之助翁に、倒産の危機に恐怖していた

販売店経営者の方々の発言は、幸之助翁の予想を超えた激しい非難の嵐になったようです。

そして、２日間、激しい非難と幸之助翁の反論の応酬が続いたそうです。

激しい非難の嵐から逃げることなく、２日間壇上に立ち続けて受け止め、反論を続けてきた

幸之助翁が、３日目の朝に、

「責任の大半は松下電器にあります。」 と涙を流しながら、語りだし、

「松下電器がここまで大きくなったのは皆さまのお陰なんです。」との、

涙声の言葉が続いていったのです。

非難合戦に終止符を打ち、非難していた全員の心に浸透していったのが、幸之助翁の感謝心から

生じた懺悔の言葉だったのです。 ことばの根源にある感謝のエネルギーが会場を包み、

参加者全員の感謝心が誘発されていったのです。

幸之助翁の時流の先を見通して実践してきた数多くの経営手法や諦めない心構えなども有名ですが、

従業員や関係する人々やお客を大切にするという、幸之助翁の感謝心と思いやりの心こそ、

松下電器が世界の松下に成長していった、根本要因だと思えるのです。

従業員に感謝し、従業員を大切にし、思いやりの心で企業経営をしてお客や社会に貢献する、

という経営哲学は、今の日本では、特別なことではなく、多くの経営者の方々が実践されていることです。

単に素晴らしい言葉を言うのではなく、経営者の方々が生き様として、実践されているということです。

そして、感謝や思いやりの心の対象が、従業員だけでなく、従業員の家族、お客様、関係する人々、

地域社会、日本の人々、世界の人々へと拡大していくようです。

恐怖、怒り、非難、感謝心、思いやりなどが交錯する、自他の人間的な内面の思いや感情に

向き合い、葛藤や苦悩を繰り返しながら、感謝心と思やりを育んでこられた経営者の方々が発揮される、

成熟した人間的なパワーこそが、日本の最大の強みだと思えるのです。

私は、東海地震の警鐘活動で、静岡県の多くの企業のホームページを閲覧してきましたが、

多くの経営者の方々のお顔が、思いやりと活力と明るさがミックスされた、ほれぼれとするお顔である

ことに感銘を受けてきました。

もちろん、今の日本企業の強さの要因が技術力や商品力だということは確かなことでしょう。

時流を見通して時流を先取りしてゆくことが重要なことも確かでしょう。

その他の様々な経営ノウハウが重要なことも確かでしょう。

しかし、経営者の方に、従業員を大切にする感謝や思いやりの心が根幹になければ、

持続的な発展を続けられません。 経営環境の悪化を乗り越えることができません。

その会社に関係する人々の幸せ感を生じさせることはできません。

一時的に繁栄できても、社内に内紛が生じたりして、もろくも業績は低下してしまいます。



日本が、世界中で評価される優秀な商品を数多く生み出せるのも、社員を大切にする気風が

満ちている企業が多いからではないでしょうか。

日本の多くの経営者の方々が発揮されている成熟した人間的な力は、持続する繁栄を引き寄せる

根本要因ではないでしょうか。

戦後の復興期から約６０年、様々な経験を積み重ねてきた、日本の企業の最大の強みは、

苦悩や葛藤の中で練り上げられてきた、経営者の方々の人間的な力ではないかと思えるのです。

感謝心や思いやりをベースにした内面から湧き出てくる発想が、最適の変化をおこしてゆくのだと

思っています。

中国の経済崩壊が進行してゆく過程で生じてくる、今後の日本経済の試練期に、

最も頼りになるのが多くの経営者の方々が発揮しておられる人間的なパワーだと思っています。

日本企業の新たな進出先の多くの東南アジアの国々に、もっとも貢献するのも、感謝と思いやりの

日本式経営スピリットの伝承ではないでしょうか。

感謝と思いやりの心こそ、今後の経済危機を乗り越えてゆくために必要な、根源のパワーなのでは

ないでしょうか。

今後、中国の経済崩壊と、政治的な混乱は確実に起こってゆきます。

現状のような、軍部や官僚の腐敗ぶりでは、経済崩壊に適切に対処できないことは明白です。

中国政府の必死の崩壊防止対策で急激な崩壊がなくとも、確実に崩壊してゆきます。

日本のバブル崩壊や、リーマンショックで、日本やアメリカは立ち直れましたが、

今の中国には、それを可能にする、円熟した人間的パワーを持つ人々が非常に少ないと思います。

今後、日本や世界が大きな試練に巻き込まれてゆくことはさけられません。

その時に私たちにできる最善のことは、人と人との心の交流を深め、連帯感をもって

対処してゆくことではないでしょうか。

家族の団結、会社での団結、人と人との暖かい心の絆があれば、どんな難局にも立ち向かえる

パワーが湧いてきます。

そのことを可能にする、円熟した人間的パワー持つ人々が、今の日本には、沢山おられるのです。

危機に直面した時の日本人の頼もしさや団結心は、東日本大震災でも いかんなく発揮されました。

今後のどのような難局も、乗り越えてゆけることでしょう。

今後、中国経済が崩壊してゆく様子が、専門家や一部のメディアを通じて多くの日本人の方々にも

知られていくことでしょう。

９月に入って、気鋭の経済ジャーナリストの方々が、中国崩壊の危機を警鐘する記事を書かれている

のを読みました。 （近日中に紹介したいと思っています。）



２０１５年１０月１日 明日香地震気象研究所 松本安生

昨日に、コンビニで見た、週刊現代１０月１０日号には、『中国経済３０人の証言』という記事がトップに

掲載されていました。

３０人の中国の官僚、財界人、日本の駐在員の方々からの、なまなましい悲惨な中国の現状を伝える

インタビュー記事でした。

そのような情報を知って、不安感や恐怖感を増大させていったのでは、不安感や恐怖感に基づいた

不適切な判断や行動をしてしまいます。

そのような不安感をあおる情報を見聞きした時こそ、

家族や、従業員や、友人、との心の絆を深め、感謝や思いやりの心に基づいた判断や行動を

心掛けてゆくとよいのではないでしょうか。

感謝や思いやりの心の、喜びや幸せ感の実感こそが、人を情熱的に動かすパワーの源なのです。

昭和３年のアメリカの株式大暴落で始まった世界恐慌の余波の、昭和４年の昭和恐慌の最中に、

幸之助翁が 「一人といえども辞めさせたらあかん。 ええか、一人も解雇したらあかん！」

工場は半日操業。 従業員も半日勤務。 生産半減。

ただし、社員の給与は全額支給すること。 ビタ一文削ることはあいならぬ。

一方、店員は休日を返上して販売に回る。 工場幹部も、昼からは販売に回る。

との指示を出した時、社員全員が、感謝と喜びに奮い立ち、

２ヶ月で在庫は完売、そして殺到する注文の消化に追われるようになっていった、というエピソードは

感謝と喜びのエネルギーが、いかにパワフルなものかを実証しています。

家族や、従業員や、友人との、本音のコミニケーションを心掛けて、

お互いの喜びや一体感を育んでゆくことが、最も有効な危機対処法だと思っています。


























