
科学的な地震予知法を基本としているホームページでありながら、「心理的被害の軽減について」や

「東海地震の予言」など、心理学やオカルト的な事柄まで掲載してきました。

そして、今回は経済です。

あきれておられる方もおられることでしょう。

しかし、私の意向としましては、このホームページを、今は、主に経営者の方々に向けて発信しています。

従業員やその家族、傘下会社、取引先など多くの方々の命運のキーマンであられる経営者の方々の

お役にたてる、確かな情報をお伝えしたいと思っています。

これまでのホームページの多くの項目では、「東海地震を乗り切った後は大躍進をめざしてください」

というメッセージを何度も発信してきましたが、この８月から加速した中国バブルの崩壊が、日本経済や

世界経済に与える大きなインパクトを考慮した時に、東海地震後の大躍進を想定するよりも、堅実な

守りの経営を実践してゆくべきだ、との確信にいたったことで、この項目を作成することにいたしました。

中国経済の崩壊が今後どのように展開してゆくのかに関しての現時点（９月８日）の専門家の見解は

分かれているようです。

中国経済のバブルは更に大きく弾けて日本や世界におおきな悪影響を与えてゆく可能性が非常に

高い、という見解と、

中国経済はまだ発展途上であり、１９６０年代の日本経済のように、持ち直して徐々に発展してゆく、

という見解や、リーマンショックのような欧米での発生に比べると日本への影響は小さいものにとどまる

という見解などに、

２分されるようです。

下記に、私が推挙させていただく、お二人の見解を掲載させていただきます。

中国からの中国人経済専門家の流出の記事も掲載させていただきました。

山本博一様の見解
「中国経済は八方塞がり」そのヤバさ具合とは？

年 月 日 時 分日刊

連載 【不安の正体 アベノミクスの是非を問う】

▼国威発揚の軍事パレードの中、なぜか浮かない表情の国家主席

日、中国で大規模な軍事パレードが行われました。習近平国家主席は、さぞかし自慢気げかと思いきや、

顔面は蒼白、痩せこけた印象を受けました。「抗日戦争勝利 年」なるものがさすがに真っ赤なウソなので、

いつ人民にバレるかヒヤヒヤしていたのでしょうか。

いえ、違います。習国家主席の心中が穏やかでないのは、経済危機の炎が鎮火できないからに違いありません。

人民にとって抗日戦争の正邪などどうでもよいことです。



中国共産党の命綱は経済成長率にあります。貧富の差が激しく、政治腐敗が蔓延し、毎年 万件の暴動が

起こっていると言われる中国が、それでもなんとか持っているのは、すべて高い経済成長のおかげなのです。

もし、中国の経済成長がストップしたらどうなるか 人民の不満は爆発し、またしても革命が起きるでしょう。

軍事パレードに参加した約 万 人の兵士が、いつ自分に牙を剥くかわからないのです。

血の気が引いて当然かと思います。

▼八方塞がりの中国経済

さて、その懸念の中国経済ですが、株価の下落が止まりません。 月には ポイントもあった上海総合指数も

ポイントを割り込むまで下落してしまいました。

中国当局は景気を立て直すため、慌てて金利の引き下げを行ったものの、株価は思うように回復していません。

なぜか？ 普通は金利を引き下げると、企業の資金調達コストが減少するため、企業がお金を借りやすくなり、

景気はよくなるはずなのですが、中国は例外だからです。

というのも、中国は管理フロート制を採用し、為替を固定しています。人民元を売ったり買ったりして為替レートを

コントロールしているのですが、金利の引き下げを行った場合、人民元のレートは下落します。金利が下がると

得られる利息が減るので投資家は人民元を手放すからです。

一方、中国当局は金利の引き下げと同時に、人民元が安くなりすぎないように手持ちのドルを売り、人民元を

買わねばなりません。

中国当局が人民元を買う。これは中国国内に流通する人民元が少なくなることを意味します。お金が少なくなれ

ばそれだけ企業が金融機関からお金を借りにくくなり、先ほど説明した金利の引き下げと逆の「投資の抑制」の

効果が発生してしまうのです。

つまり、アクセルとブレーキを同時に踏むようなもので、景気回復には効果薄。株価が反応しないのも当然です。

他国が景気対策として当然のように実施する金利政策。それを為替固定政策によって縛っている中国経済は

まさに八方塞がりです。打つ手がありません。

▼いっそ人民元安にしてしまえばいいのでは？

円安のように、人民元安になれば、「海外で中国製品が安くなって売れる」。いっそのこと為替の固定をやめて

人民元安にしてしまえばいいのでは？ と、思われるかもしれませんが、そうはいきません。

中国に投資した外資企業から見ると人民元安は手放しで喜べないからです。

外資企業による中国への投資は中国から見ると借金です。もし、人民元が暴落し元の価値が大きく低下すれば、

中国は外資企業に対して借金を返済できなくなる可能性があります。

そうなれば、外資企業はリスク回避のために、その多くが中国から撤退してしまうでしょう。

中国は外資の企業誘致と、技術のパクリで成り立っている国です。外資企業がいなくなれば何もできません。

つまり海外に売るものがなければ、人民元安は意味がないのです。あるのはリスクだけです。

だから、中国当局はこれ以上人民元を切り下げたくない。

でも金融政策を採らなければ、景気の失速は免れない。

しかし、金融政策をすると人民元が安くなる 中国経済は完全にジレンマに陥っています。



一方で、日本は海外から企業を誘致しているわけではありません。自動車などの自前の基幹産業があるので、

円安はそのまま国際競争力の強化につながり、メリットとなります。中国とは経済の成り立ちが違うのです。

では、金融政策がダメなら、財政出動によって景気を支えるしかない、となるわけですが、すでに中国は

リーマンショック後に大規模な財政出動を実施しています。

これが今日の過剰な不動産投資を誘発し株式バブルを招いてしまったのですから、さらなる財政支出拡大は

また別のバブルをつくるだけになるでしょう。

もはや、中国経済に打つ手なし。さながら操縦不能になった航空機のようなもの。あとは、墜落ではなく、

どこかに軟着陸してくれと願うばかりです。

▼打つ手があるのにやらないのは単なるバカと言われても仕方ない

中国経済は経済的にも物理的にも打つ手なしでお先真っ暗なのですが、日本経済は違います。

まず、日本は中国のように為替固定をしていません。円相場を維持するために円を買う必要がないので、

金融政策はダイレクトに効きます。量的緩和をさらに拡大すれば、企業の投資は拡大し、円安によってさらに

企業の国内回帰が進むでしょう。

また、現在懸念されている個人消費の低迷についても、補正予算を組み、給付金を支給するなどして底上げ

することが可能です。財源についても問題ありません。日本政府は通貨防衛のためのドル資産を外貨準備として

保有していますが、そのドル資産が急激な円安のため、 兆円分も増加しています。

この 兆円を取り崩せば財源は十分に確保できます。

（正確にはドル資産を日本銀行が買い取り、その円建ての資金を政府に供給します）。

そして最後に消費税です。今の個人消費低迷を招いた元凶は昨年の消費税増税であることは疑いようが

ありません。このグラフを見れば一目瞭然でしょう。

⇒【グラフ】はコチラ

消費低迷の原因である ％の税率を ％に戻せば、日本の消費が復活するのは火を見るより明らかです。

最悪でも再来年の ％への増税を凍結できれば、今以上の消費の低迷は防ぐことが可能です。

ただし、これらの政策は政治的にクリアしなければならない課題があることは十分承知しています。

しかし、日本は経済的、物理的にも解決策がない中国経済とはワケが違うのです。

このまま指を咥えて滅びを待ちますか？

打つ手、明確な解決策はあるのに、それでもやらないのは単なるバカだとしか言いようがありません。

このまま増税して中国と一緒に沈んでしまうなんてまっぴら御免です。

◆まとめ

・中国は為替を固定しているため、金融政策が効かない

・財政政策もさらなるバブルを生むだけ

・一方で日本は為替を固定していないので、金融、財政どちらも効果あり

・消費の低迷もその原因である消費税を減税すれば解決する

・八方塞がりの中国とは違い、日本には打つ手がいくらでもある

【山本博一】

年生まれ。経済ブロガー。ブログ「ひろのひとりごと」を主宰。医療機器メーカーに務める現役サラリーマン。

代子育て世代の視点から日本経済を分析、同世代のために役立つ情報を発信している。近著に『日本経済が

頂点に立つこれだけの理由』（彩図社）。 児のパパ



山本博一様のブログ「ひろのひとりごと」より

チャイナショックはリーマンショック級

テーマ：経済

いつも応援ありがとうございます

日刊 ！にて記事を連載中です。

よろしくお願いします。

嘘だらけの憲法解釈 毎週日曜配信しています。

初心者でも分かりやすい内容になっていると思いますので というか私が初心者なのでｗ 、よろしくです。

（毎週日曜配信）嘘だらけの憲法解釈 山本博一 倉山満

さて、本題ですが、

高橋洋一氏のダイヤモンド・オンラインの記事ですが、全くその通りで、完全に同意します。

「中国ショック」はリーマンショック級になる恐れあり

中国の貿易統計は 月期の輸入額が前年同期比で ％もマイナスになりました。にも関わらず 月期の

実質 成長率は７％を維持・・・、いや、これは明らかにおかしいです。

経済成長しているということは内需、国内生産が増加しているということですよね。

ならばその生産に必要な資源、部品などを海外から調達しなければならないので、輸入は必然的に増加します。

減ることなどありえません。

中国は７％成長の原資を一体どこから調達したのか・・・。いははやナゾは深まります。

いや、まあ、これはナゾというか、高橋氏も指摘しているように、ただ単純に中国の 統計が嘘っぱちだから

なのですが

今や中国の など誰も信用していないでしょうね。

その証拠に、７％の成長維持が公表されても上海総合指数の下落は止まりませんでした。

確実に中国の経済成長はストップしています。ストップどころかマイナス成長の可能性もあり得ます。

そして、 の記事にも書きましたが、中国の経済失速の厄介なところは、実需に悪影響が及ぶことですね。

チャイナショック！「不測の事態」はもう起こっている

グラフ エクセルダウンロード

というのも中国の貿易額 輸出＋輸入 は 年にアメリカを抜いて世界一位になってしまいました。

今や中国は世界の物流の中心になっているのです。

この中国経済の失速の影響は多くの国に波及していくものと思います。

特に中国と貿易量の多い、ドイツとか、例の半島の国とかはかなりヤバイかもしれません。東南アジア諸国も

取引が多く、このチャイナショックはかなり尾を引くのではないかと思います。



ポール・クルーグマン様の見解
ノーベル賞経済学者・クルーグマン「中国崩壊と世界同時不況 私はこう見ている」

チャイナ・ショック 世界経済の「明日」を読む【第 部】

世界第 位の経済大国・中国で、株価が暴落した。その巨大なくしゃみによって、日米欧で同時に株安が進行。

「世界不況」への門が、不気味な音を立てて開き始めた。混迷の時代がまた始まるのか。

失速と崩壊はまだこれから

「チャイナ・ショック」以外の何物でもない株の急落だった。昨年末から上昇し始めた上海株式市場の総合指数は、

月、 ポイントの大台に乗せていたが、 月末、一気に下落。 日には、節目の を一時割り込み、

ピークから 割超下げた。中国バブルは完全に弾け、崩壊した。

日本でも、 月半ばには 万 円近くまで値を上げていた日経平均が、 月 日、半年ぶりに、 万 円を割り

込んだ。大損を出す投資家が続出。市場は阿鼻叫喚の地獄と化した。

各国で懸念が増し、「世界同時不況」が現実味を帯びるなか、 人の経済のプロたちに徹底取材。

世界と日本の経済の今後を読み解いた（全 部）。

巻頭提言をするのは、 年にノーベル経済学賞を受賞した、プリンストン大教授のポール・クルーグマン氏だ。

安倍晋三総理にも影響を与える同氏に、不透明な世界経済の今後を聞いた。

それは日本も例外ではありません。日本も中国との貿易額はかなりの額におよびます。

グラフ エクセルダウンロード

輸入は二位のアメリカにダブルスコア以上。

輸出は香港経由も含めればアメリカを上回ります。

中国は日本の最大の貿易相手国であることは間違いのない事実なのです。

これは別に日本は中国経済に頼りきっているとか、日本は中国無しには成り立たないとか、そういうことを

言いたいのではありません。

以下の記事にもあるように既に中国の製造コスト、人件費はアメリカとも大差なくなってしまい、

もはや日系企業が中国に進出する意味はほとんどありません

中国の製造コスト・・・米国と大差なし！＝中国メディア

しかし、中国から手を引くと言っても、すぐにはできませんので、徐々にフェードアウトしていくしかありません。

ですから、今回の様な急激なショックの場合、その影響は避けられないわけです。

まさに、高橋氏の言うとおり、チャイナショックの悪影響はリーマン・ショック級になるおそれがあります。

安倍首相は今年の２月２７日の予算委員会にて、今後リーマン・ショックの様な不測の事態が起これば、

１０％への再増税を延長する可能性はあると述べています。

リーマンショックのようなことあれば、増税再延期も議論＝安倍首相

『［東京 ２７日 ロイター］ 安倍晋三首相は２７日午前の衆院予算委員会で、今後リーマンショックや大震災など

のような不測の事態が起これば、２０１７年に予定されている消費税の再度引き上げを延期する可能性はあり得る

との認識を示した。一方、昨年に消費税を８％に引き上げたことで「確かに消費者マインドは冷え込んだ」と述べた。

古川元久委員（民主）の質問に答えた。』

今起こっているチャイナショックは正にリーマン・ショック級の「不測の事態」です。

増税なんかやっている場合ではありません。

早急に凍結してしまいましょう。



【独占インタビュー】ポール・クルーグマン

いま、中国はバブル崩壊の真っただ中にあります。それを否定する人は、アメリカの経済界を

見渡しても、誰ひとりいません。

情勢は、 年代の日本のバブル崩壊と近い。しかも中国は、これから、さらなる失速を経験することになる。

中国には、この国特有の問題がいくつもあるからです。

中国について話す前に、まずは世界経済全体の現状について俯瞰してみましょう。いま世界で起きているのは、

シンプルに言えば、金融緩和で各国が発行した過剰なマネーが、行き場を失っているということです。

世界全体の経済が失速するなか、これまで有力な投資先と目されていた、中国をはじめとする新興国の成長が

懸念され、一気に資金が引き上げられつつあります。

こうしたリスクを避けようと、マネーが安全資産に逃げてしまっている。その結果、株安が起きたのです。

不安定な状況の中心にいるのが、中国です。

中国は 年のリーマンショック後、ただでさえ多かった投資を、政府主導でテコ入れし、無理矢理に増やしました。

それまでは投資が の 強を占め、これでも異常な水準でしたが、そこからさらに 近くまで持ち上げたので

す。

その結果、投資が異様なまでに過熱してしまった。一方で消費はわずか ほどに過ぎません。アメリカでは逆に

消費の割合が を超えている。

こうした投資による旺盛な成長を見込んで、各国のマネーが流れ込んでいたのですが、無理矢理の投資が長続き

するはずがありません。成長が鈍化するなかで、それが一気に逆流している。

同時に、国内の投資家は投資を回収できず、不良債権問題が深刻化している。不良債権は今年の 月末で

約 億 万ドル 約 ・ 兆円 あるとされ、前年から 割超も増えている。まさにバブル崩壊の様相です。

中国は信用できない

中国の焦りが見えたのが、人民元の切り下げでした。 月 日に基準値を 、翌日に ・ 切り下げた。

輸出競争力を強化したりすることで、経済を刺激したいという意図の現れです。これが「最初のひと噛み」となって、

これからさらに切り下げが行われていくと思う。でも日本は 年から約 も円安が進んでいます。それを考えれば

この程度の切り下げをしても効果は薄いでしょう。

本来ならば、本当に中国が実現すべきなのは、完全変動相場制への移行です。しかし、その場合、元はドルに対し

て、いまより大幅安になり、アメリカとの経済摩擦は増します。中国の指導者に、その準備があるとは思えません。

中国経済でさらに問題なのは、その影響の大きさがどれほどかを正確に測れないということ。

まず、中国の共産党が発表する数字が、信じられない。今年、アジア金融フォーラムに参加した際、中国の政府の

代表は、「成長率は、 ・ 」と言っていましたが、その数字がどうやって出てきたのか説明はなかった。一部では、

実態は だと言われています。

また、中国で不動産投資をする場合の借り入れは、「影の銀行システム」で行われることが多い。

これは、通常の銀行ではなく、投資銀行、証券会社やヘッジファンド、「理財商品」という金融商品を売る運用会社

などの総称のことで、この実態は把握されていない。

「影の銀行」の貸出残高は、 年末の時点で、約 ・ 兆ドル 兆円 に達しているとされます。これが、不良債権

の影響で、連鎖的に破綻する危機にあると言われる。世界経済に与える影響は計り知れません。

他国に目を転じても、様々な懸念材料がある。

アメリカは、景気は悪くないですが、重大な判断を迫られています。 米連邦準備制度理事会 が、利上げをする

か否かの決断です。

ヘタをすれば、「 年の悪夢」が再来する。

年の世界恐慌で株価が暴落し、大打撃を受けたアメリカは、金融緩和政策やニューディール政策で回復を

図った。 年から 年の間に、 が 億ドルから 億ドルにまで回復したところで、 年、 は、インフレ

を懸念して、利上げをしたのです。しかし、これが間違いでした。景気は冷え込んで 年の 年間で失業率は

にも達し、工業生産は 、 は も落ち込みました。

今年 月、ジャネット・イエレン 議長は、米下院議会で、「利上げを早めにしたほうがいい」と発言し、 月の利上げ

がささやかれましたが、まだ状況は不安定。 年の再来を防ぐため、利上げはしないと思います。

私は、働く意欲を持つ人がすべて雇用される「完全雇用」が明白に実現し、間違いなくインフレになったと言えるまで

は、利上げは待つべきだと思う。現状、インフレ率はまだかなり低い。



欧州では、 月 日、 欧州安定メカニズム が、ギリシャへの最大 億ユーロ 約 兆 億円 の

金融支援を承認し、ギリシャはデフォルトを避けることができました。最悪のシナリオは回避できた。

しかし、 月 日にギリシャの選挙がある。そこで、政権が代わるなど、政治的な混乱が起きれば、それが経済に

波及していく可能性が高い。まだまだ安心はできません。

グローバル経済が減速しているなかで、日本が絶対に行ってはならないのは、消費税増税です。 度目は完全に

失敗でした。 度目の増税をすれば、アベノミクスは完全に墜落してしまう。世界経済が衰退するなか、日本には

力強く頑張ってもらわなくてはなりません。

「週刊現代」 年 月 日号より

ＲＥＵＴＥＲＳ ロイター

年 月 日 関連トピックス トップニュース ビジネス

焦点：中国市場の混乱、背後に規制当局の「頭脳流出」

８月２７日、中国市場の混乱の背後には、かつて母国に戻った金融の「精鋭」たちの頭脳流出がある。

北京の証券会社で２６日撮影（２０１５年 ロイター ）

［上海 ２７日 ロイター］ ２００８年の金融危機の真っただ中、欧米の金融機関は大幅な人員削減を進めていた。

一方、中国政府はそのころ、自国の株式市場の改革を進めるべく、混乱する金融業界から中国系の優秀な人材の

「引き抜き」を進めていた。

１年にわたって高騰が続いた中国株が数週間で急落し、政府が対策に躍起になった今年の夏、そうした人材は

中国証券監督管理委員会（ＣＳＲＣ）にとって、これまで以上に必要な存在だった。

しかし海外から中国に戻り、「海亀族」と呼ばれたエリート専門家たちはすでに、当局の仕事に幻滅したり失望した

りし、民間企業に戻っていた。

帰国した「精鋭」２０人のうちの１人は、ＣＳＲＣが当時「祖国のため犠牲になる」ことを訴えていたと振り返る。

「われわれは力になりたかったので、家族も中国に戻して高額な仕事もあきらめた」のだという。

しかし、理想はほどなくして不信に変わる。収入は民間企業で得られる額に比べると微々たるものであり、

ＣＳＲＣに重用されているようにも見えなかったのが理由だ。

「数年経っても誰１人として昇進せず、一部の人は確たるポジションさえなかった」という。

オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）の中国エコノミスト、 氏は「当時ＣＳＲＣは国内外の両方の

経験を必要としていたが、国際経験が最も豊富な人たちが追いやられた」と語った。

ＣＳＲＣにもコメントを求めたが、回答は得られなかった。

ＣＳＲＣを去った人の中には、ＡＢＮアムロでエキゾチック・クレジット・デリバティブの責任者だった

氏や、ＪＰモルガン・チェースにいた 氏、ノーベル経済学賞受賞者ロバート・シラー氏に

学んでいた 氏もいる。彼らのいずれからもコメントは得られなかった。

ロイターの取材に応じた複数の内部関係者によると、過去１年で規制当局内の退職者が急増している。

上海証券取引所の当局者の１人は「ほぼ毎週のように退職届を出す人がいる。退職する人のペースは加速して

いるように見える」と語った。

中国のファンドマネジャーらは、そうした専門家の「集団脱出」によって市場が素人の手に委ねられてしまったと嘆く。

香港で外資系銀行に勤めるトレーダーは「過去数年と同じレベルの専門知識が保たれていない」とし、

それゆえに、「悪意ある」空売りの規制など見当違いの政策につながったと指摘する。

ＣＳＲＣと定期的にやり取りする大手ファンドの幹部は「彼らが賢くないというわけではない。

金融の専門知識がないのだ」と語った。

現在もＣＳＲＣに残っている人物によれば、規制当局は、信用取引向け融資残高の急増が意味するところを

十分に把握できていなかった。



以上のように、山本博一様とポール・クルーグマン様の見解を掲載させていただきました。

私は経済の専門家でも経済分析に精通している訳でもないのですが、このお二方の（他にも多数おられ

るでしょうが）ご見解に信憑性を強く感じました。

今の中国のバブルの崩壊を、私達が１９９０年代に経験した日本のバブル崩壊を基準にして判断

してはいけないと思います。

技術力や経営力の優秀な、多くの大中小企業を有する、国際信用力の高い日本のバブルの崩壊でさえ、

優秀な金融機関や多くの企業が危機を脱出するには、それなりの年月を必要としたのです。

中国の大企業の形態は特殊なものです。

中国の大中小企業の多くが技術の模倣やパクリを常態化していて国際信用力は非常に低いものです。

政治の体質も金融機関体質も日本とは異質のものです。

優秀な経済専門の多くの人材も流出しています。

過去の歴史で、バブルの弾けなかった例はなく、今回の中国の場合は、最も経済基盤がぜい弱な

状況でのバブルの崩壊です。

中国経済が持ち直したり、中国バブル崩壊が軟着陸するということは、期待であり、幻想です。

中国経済の崩壊がどのような経緯で進行してゆくのかは私には明確ではありませんが、

更なる崩壊がこの９月中にも進んでゆくのではないでしょうか。

確かに、今の中国の現状を直視することは恐ろしいことです。

しかし、わずかな望みにしがみついていると時期を逸してしまいます。

中国に生産諸点をお持ちの会社や、中国との輸出や輸入や中国人観光客に依存している会社は、

直ちに撤退や代替え生産諸点の構築の検討や、輸出入先の変更の検討を真剣に始めるべきでは

ないでしょうか。

強く、強く、警鐘させていただきます。

中国に直接関与していない会社でも、中国経済の崩壊がまねく世界的な経済不況の最中で、

どのようにして社会に貢献しつつ利益を上げてゆくかの検討を始める必要があるのではないでしょうか。

設備投資計画の変更や資金計画の変更なども必要になることでしょう。

＜不信の連鎖＞

こうした失態は、中国政府の信用を失墜させた。

中国政府は株価の下支え策に９０００億元（約１６兆８０００億円）をつぎ込んだが、主要株価指数は急落が

一服した後、再び下げ基調に戻っている。

株式時価総額はドイツの国内総生産（ＧＤＰ）を上回る４．５兆ドル（５４０兆円）以上が吹き飛んだ格好だ。

株式市場への当局の強引な介入は、中国が公約した金融改革に対する信頼も傷つけた。

中国に帰ってきた金融機関の「精鋭」たちは、自分たちが政策に影響を与えられないことへの不満や、

昇進の機会が制限されていること、薄給を理由に規制当局を去って行った。

同僚からの恨み節も聞こえていたという。上海にある国際ビジネススクール、中欧国際工商学院（ＣＥＩＢＳ）

のオリバー・ルイ氏は「彼らは外に出れば、よりローリスク・ハイリターンで高い収入を得られる。

（出て行くのは）無理もない」と語った。

（原文： 、翻訳：宮井伸明、編集：伊藤典子）

＊本文を修正して再送します。



２０１５年９月８日 明日香地震気象研究所

企業経営者様の決断に、多くの関係者の命運がかかっています。

経験豊富な経営者様は、リーマンショック後の経済不況を乗り越えた経験から、すでに有効な

方策を打ち出しておられるかもしれませんが、決断と実行が早ければ早いほど危機を乗り越える

可能性が高まることを進言させていただきます。

今後の日本は、東海地震の被害への対処と、中国バブル崩壊への対処という、強烈なダブルショック

に直面することになります。

中国バブル崩壊の具体的な見通しは私の専門外ですが、

東海地震の発生に関しては、完璧な予知が出来るように、最善をつくしてゆく決意をいたしております。


