
前回の９月８日のコラムでは、中国バブルの崩壊の概要を、山本博一様とポール・クルーグマン様 の

ご見解を中心にしてまとめてみましたが、今回は更に具体的な中国経済の実態を、ネットの様々な情報

を検証しながらまとめてみました。

中国では、土地が国有のため、国民の方々がお金を増やす対象になるのが（銀行金利が安いため）

株式と、シャドーバンキングの高利回りの金融商品（理財商品）と、マンション購入、だったようです。

中国全土に２０００以上ある地方政府（県）が実質的な行政の諸点で、中央政府を頂点とする

全国統一的な命令系統のなかに組み込まれているのですが、広大な国土と１３億の人口を持つ中国では、

中央が地方の特性を無視してすべてをコントロール下に置くことは不可能なので、地方にかなりの

自主性を認めざるを得なかったようです。

そして、地方政府の長は、経済実績を上げて出世することを目標としているのですが、

民衆の利益を優先するモラルに乏しく、賄賂を得て私腹を肥やすことにも熱心なため、

２０１０年に中国人民銀行が景気の過熱を抑えるため、金融の引き締め策に踏み切ってからは、

シャドーバンキングを通じて巨額のお金を集めて工場団地や巨大なマンション群をつくることに奔走

してきたようです。 （中国では、役人のへ賄賂や役人からの賄賂要求は常識的で日常的なようです。）

リーマンショックの打開策として、景気浮揚のために中国政府が投じた５６兆円のお金が、中国バブルの

始まりで、安い人件費が生み出す格安商品群の輸出の拡大、外国からの投資資金の流入、

石油・電力・石炭・鉄鋼などの国有企業の発展、安い人件費を目的にした日本を含む外国からの

外資会社や合弁会社の増加、模倣や技術のパクリでなりたつ中小企業の増加、農村部から都市部へ

の人口の移動とマンション価格の高騰、余剰資金の株や金融商品への投資と値上がり、などの様々な

相乗現象が生じていったようです。

バブルがバブルを膨らませ、繁栄がいつまでも続くような錯覚を抱かせながら限界まで膨らんでゆく

プロセスは、１９８０年代の土地・株バブルで日本が経験したことです。

バブルの初期の拡大期には、人件費の安い労働力の需要が高く、都市部の人口が増え続け、

工場やマンションの不足が続き、シャドーバンキングからの高利の融資でも不動産業者や地方政府は

利益を上げ続けることができたようです。

シャドーバンキングにお金を出資した市民も、シャドーバンキングも、工場群やマンション群を造った

不動産業者や地方政府も、工場やマンションを買った人々も、全ての人々が潤っていけたのです。

日本のような資本主義経験の豊富な私達でさえ、１９８０年代は、土地と株のバブルを、日本の経済の

実力の証だと錯覚していたのですから、資本主義経験を始めたばかりの中国の国民の全ての方々が、

株と金融商品とマンション価格が必ず崩壊するバブルだと、認識できないのは無理もないことです。

工場やマンションが供給過剰になっていても、そのことを分析検証する資料も経験も乏しかったのでしょう。

無謀な工場やマンションの開発を続け、人の住まない鬼城が乱立していったようです。

中国の人件費が他国に比べて安いあいだは、外国からの投資や外資会社の増加が続き、バブルを

膨らませることを助長したようですが、農村部から都市部への人の大量移動が減り、人件費の高騰や

工場やマンションの過剰生産が進むにつれて、バブル景気の進行が鈍化してゆき、シャドーバンキング

の融資の焦げ付きが表面化し始めたようです。



シャドーバンキングが国民から集めたお金は、リーマンショックを生んだサブプライムローンの１３０兆円

をはるかにオーバーする４８０兆円という試算があるほどの巨額な金額です。

４８０兆円のうち、不良債権になるのは何百兆円でしょうか。

日本のバブル後の不良債権は約５０兆円といわれています。

シャドーバンキングの不良債権は急速に増加していっています。

問題が深刻なまでに表面化していないのは、中央政府が裏で資金を投じて、必死になって崩壊をくいとめ

ているためのようです。

シャドーバンキングの巨額のお金の焦げ付きの進行は、株の暴落も加速させ、今以上に民衆の怒りや

暴動を激化させ、対立軍部のクーデターが発生するという、最大の危機要因になることを現政権が

認識し、裏で最大限のバブル崩壊防止策を実行しているようです。

中国バブルの崩壊は、日本では経済的な危機を招くだけですが、中国では、現政権に対立する軍部の

クーデターの勃発を招く危険性があるようです。

日本経営合理化協会 経営コラム
西川りゅうじん氏マーケティングコンサルタント

商業開発研究所レゾン所長。

第 回

中国経済のバブルは崩壊するのかしないのか？

～中国がアメリカを抜き世界一の経済大国になる ～

前略

一方、アメリカの著名投資家、ジョージ・ソロスは、

２０１４年４月、中国で開かれた経済フォーラムの席上、中国におけるシャドーバンキングの急拡大を分析し、

「この現象はアメリカの低所得者向けサブプライム・ローンの焦げ付き問題が、

２００８年のリーマンショックの引き金となった様子に似ている」と述べ、

アメリカの経験から考えて、危機回避のために中国政府に与えられた時間は２年以内だと警告した。

後略

見識のある経済専門家の多くの方々が、２０１３年頃から特に危険とみなしてきたのが、

シャドーバンキングが民衆から集めた巨額の資金の焦げ付き問題のようです。

産経ニュース 更新

習氏にクーデター危機 胡錦濤政権での軍トップ・郭伯雄氏“粛清”の身柄拘束

狙われる習近平国家主席（ロイター）

中国の習近平国家主席が腐敗官僚の一掃を狙って推し進める「反腐敗運動」で、また新たな大物が葬り去られた。

中国当局が、胡錦濤前指導部で軍制服組の最高位を務めた郭伯雄・前中央軍事委員会副主席（７２）の身柄を

拘束していたことが明らかになった。

郭氏と同じく前政権で軍事委副主席を務めた徐才厚氏も昨夏に失脚している。だが、粛清をエスカレートさせる

習政権への反発も軍部内で強まっており、軍事クーデターの危険がささやかれている。（夕刊フジ）

共産党筋によれば、北京市内で軟禁状態にあった郭氏は今月９日、「反腐敗運動」を取り仕切る

党中央規律検査委員会によって実質の身柄拘束となる「双規」を通告された。



郭氏には、制服組トップの軍事委副主席に在任中、部下から多額の賄賂を受け取った疑いがあるといい、

中国当局が汚職の疑いで取り調べを始めているとみられる。

郭氏をめぐっては、先月２日に中国国防省が、郭氏の息子、郭正鋼・浙江省軍区副政治委員（少将）を収賄容疑で

立件するなど、周辺に捜査の手が伸びていた。

同じ時期に軍事委副主席を務め、今年３月に死亡した徐才厚氏も昨年６月に収賄容疑で党籍を剥奪され、

失脚している。

拓殖大学海外事情研究所教授の富坂聰氏は、「郭氏の失脚によって、習政権に対抗しうる有力な勢力は

事実上なくなった。２月末に軍部の会計監査の徹底調査を始めた。

昨年末には７大軍区の訓練の査察もスタートさせ、綱紀粛正にも乗り出している。

今後さらに軍部への圧力を強めていくことになるだろう」と指摘する。

習政権は、軍高官の汚職の取り締まりのみならず、「ぜいたく禁止令」を発令するなどして、

下士官への締め付けも厳しくしている。

強権をふるう習政権に対して、軍部の不満は高まっており、軍事クーデターの芽が育ちつつある。

加えて習政権にとって脅威となりそうなのが、「反腐敗運動」の主要ターゲットに据えられている「上海閥」の

残党からの反撃だ。

「月刊中国」の発行人である鳴霞（めいか）氏は、「郭伯雄氏も徐才厚氏も、江沢民元国家主席と近い

『上海閥』のメンバーとされる。彼らの息がかかった者が軍内にはまだたくさん残っており、生き残りのために

蜂起する可能性は十分ある」と指摘する。

中国国内のみならず、国外にも不穏な動きが出ているという。

「米国で、元北京軍区対外作戦秘書長を指導者とした、習政権の打倒を目指す人民解放軍の退役軍人連盟

が組織された。彼らは、中国の民主化を求めて海外に散らばった退役軍人のほか、中国国内の現役軍人とも

つながっていて、軍事蜂起を呼びかけている。

彼らが、『上海閥』の残党と結託し、大規模な軍事クーデターを仕掛ける事態もあり得る」（鳴霞氏）

習政権が進める軍の覇権奪取が、新たな波乱の幕開けとなるのか。

習政権が進めてきた軍の覇権奪取が成就するためには、中国経済の安定が必須条件のようです。

私は先日、国勢調査員として訪問した近所のマンションに住んでいる中国人青年と話す機会があったの

ですが、官僚の汚職を摘発し、改革を進める習政権を、多くの人々が支持していると言っていました。

しかし、中国経済が破綻してゆくと、民衆の怒りの矛先が現政権に向かうことは避けられません。

現政権によって覇権を奪われた派閥の軍部が、民衆の支持を増やしてゆくことは充分に考えられます。

しかし、今後のどのような中央政府の経済対策も、現在の中国バブルの崩壊を止めることはできません。

崩壊スピードを一時的に遅らせることができるだけです。

バブルは必ず崩壊します。 例外はありません。

バブル崩壊とともに生じてくる、中国の軍事的な内部分裂は、非常に現実的な大問題であることを認識

しておく必要があると思います。

以下に、２０１３年夏作成の、シャドーバンキングの実態をまとめた「シャドーバンキング解体新書」から

要点を掲載させていただきます。 非常に具体的で分かり易くまとめておられます。



シャドーバンキング解体新書 （２０１３年夏 作成）
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。

中略

シャドーバンキングの仕組み

シャドーバンキング（影の銀行）と言う言葉は、 年に中国のそれが話題になるまで、日本ではほとんど無名

の存在でした。 では一体、シャドーバンキングとはどういう仕組みで、どのようなメリットがあるのでしょうか？

まず、シャドーバンキングが何故生まれたのかを考えます。

中国では、銀行が融資する金利に制限が掛けられています。 規制には様々な理由がありますが、その一つが、

不動産バブルの抑制です。 よって銀行は、高い金利を付けられないので、融資は一部の優良な不動産開発だけ

に限らざるを得ません。 しかしそれでは、不動産開発ブームの恩恵をあまり受けられない訳です。そこで銀行は、

自分達が直接融資するのではなく、一旦別の投資会社を設けます（これがシャドーバンク）。

この会社は俗に「融資平台」などとも呼ばれ、不動産投資目的の会社として運営され、一般の投資家へ

「理財商品（不動産融資の金融商品）」を販売する事で資金を集めます。

この資金で不動産開発へ融資し、投資家への配当金との差額を鞘抜きして儲けを出すのです。

シャドーバンキングの仕組みを、細部を省いて簡単に示すと、上記の図のようになります。

銀行の帳簿に載らない、裏側での融資なので「影の銀行」と呼ばれる訳です。

中国政府の融資規制がシャドーバンキングを生んだ原因

ポイントは、直接の融資だと金利規制の対象となるのが、投資ファンドのような形式を取れば、その規制の

対象外になるという、法律の穴を付いている事です。

中国では、融資の貸出金利がおよそ ％に制限されており、この金利で貸す事は銀行にとってリスクに見合って

いません。 しかし銀行融資ではなく、融資平台（シャドーバンク）を介した理財商品という形にすれば、 ％程度

の金利で不動産業者に貸し出す事が可能になります。

しかもこの形式だと、不渡りリスクは理財商品を購入した投資家が被る事になり、銀行は融資平台を通じて差額

を鞘抜きするだけで儲かるのです。 銀行にとっては極めて都合の良い仕組みです。

要約すると、シャドーバンキングとは、銀行が規制を回避・迂回するために設けた闇金融システムなのです。

当然ながら、中国政府はシャドーバンキングの存在を問題視していますが、一気に殲滅させるような政策を取る

事は出来ません。 その理由は、中国では民間だけでなく地方政府なども、不動産投資ビジネスにのめり込んで

いるからです。 それに、中国の の半分近くを総固定資本形成（≒不動産開発）が占めており、これを抑制する

事は、経済成長を大きく減退させてしまう事になるからです。

中略

そして、シャドーバンキング問題が解決せず、中国の不動産バブルが弾ければ、世界経済にとてつもない

悪影響が及びます。 「理財商品は銀行の不良債権にはならない」「損するのは理財商品を買っている中国の

個人投資家だけだ」と楽観視する声も聞かれますが、はっきり言って認識が甘すぎます。

理財商品のデフォルトだけに留まらず、シャドーバンキング自体が破綻すれば、その出資者である大手銀行も

多大な不良債権を抱えることになります。 そして中国の金融危機は、世界中で燻る金融不安を加速させる

可能性が高く、結果としてリーマンショック以上の大恐慌を巻き起こすリスクも、十分考えられるのです。

当然ながら、日本経済も大きな悪影響を被ります。 特に、人民元の切り下げが断行されれば、アベノミクス景気

など吹き飛ぶ大ダメージを被りかねません。 日本でこのまま消費税増税を行い、シャドーバンキングショックが

起きれば、日本経済はかつて無いほどの大恐慌に見舞われることは必至です。

そしてシャドーバンキングの破綻は、ほぼ避けられない状況に陥っています。

中略

シャドーバンキング問題の日本経済への影響

日本では 年 月に、初めて降って沸いたかの如くメディアに登場した、中国のシャドーバンキング問題。

では日本経済にとって、この問題はどのような影響を及ぼすのでしょうか？



以下に、嘉悦大学教授 高橋洋一様の２０１４年３月のコラムをご紹介いたします。

２０１４年３月時点での中国経済とシャドウーバンキングの実情を的確に洞察されています。

ダイヤモンド・オンライン

中国版シャドーバンキングの規模は 兆元

政治リスクが崩壊後の処理を難しくする

高橋洋一 嘉悦大学教授

【第 回】 年 月 日

近時、中国において、シャドーバンキングが行き詰まりをみせ、資金の借り手などにおいて返済不能

（デフォルト）となる事態も発生しはじめ、連鎖的な金融・経済危機の発生が懸念されている。

リーマンショックの再来を世界はおそれている。

不良債権の実態は闇の中

シャドーバンキングそのものは、珍しいことではなく、世界のどこの国でも見られる現象で、規制の隙間で

出てくる。 中国は共産党一党独裁の社会主義国なので、業者規制はお手の物と考えるのが自然だ。

だから、自由な経済活動を前提として、規制が難しい資本主義国より、シャドーバンキングへの対応が簡単

だろうと思いがちである。 しかし、中国独特の政治環境を考えると、これがなかなか大変なのだ。

人口 億人の中国を中央集権で統制することはできないので、地方政府は建前は別としても事実上かなり

の自由度を持っている。 それを建前としての一党独裁の中央集権体制で覆っている。

金融では、金利規制の厳しい国営銀行の間隙を縫い、規制の緩いシャドーバンキングが発展している。

中国のシャドーバンキングは 種類ある。 銀行がある企業に資金を貸し付け、銀行は資金需要者にその企業

を紹介し、資金需要者はその企業から高い金利で資金を直接借り入れる「委託融資」と、貸出債権を小口化した

「理財商品」だ。

どちらも、資金需要者には地方政府が傘下に抱える投資会社「融資平台」が多い。 融資平台は、調達した

資金を地方政府の指示に沿って道路建設やダム工事などのインフラ開発に使っている。

そこに、地方の「隠れ借金」があり、それが不良債権化しているようだ。

ところが、その統計はほとんどわからず、不良債権の実態は闇の中だ。

シャドーバンキングの規模は対ＧＤＰ比では 割

その状況の中で、中国関係者からいろいろと聞くと、おぼろげながらの実態もわかってくる。

以下は、そうした話を通じての概数である。

シャドーバンキング問題は、中国の不動産バブルと表裏一体の関係です。問題がどのように着地するかは、

ハードランディングするか、ソフトランディングするかの違いだけで、不動産バブルがいずれは崩壊するのです。

それと共に中国経済が崩壊すれば、日本への影響も計り知れません。

輸出・輸入を合計すれば、日本の最大の貿易相手国は中国です。

年度の貿易総額は約 兆円ですが、その 割が中国で、 位のアメリカの 倍以上の割合です（※注）。

今の日本経済にとって、中国はアメリカ以上に影響力の大きな存在です。

中国経済が崩壊すれば、中国への輸出が激減することは必死です。

それ以上に恐ろしい事として、中国が人民元の切り下げに踏み切るリスクが挙げられます。

不動産バブル崩壊から経済を立て直すには、外需に頼らざるを得ないので、人民元の切り下げで輸出競争力

を高めてくる可能性があるのです。



銀行の理財商品は、 年末に 兆元だったものが 年 月末において 兆元まで急拡大している。

その他のものも含めて、中国版シャドーバンキングの規模を合計すると、 年末に 兆元だったものが、

年 月末では 兆元（ 兆円）と約 倍に拡大し、対ＧＤＰ比では 割になっている。

この数字は、ＪＰモルガンの推計であるＧＤＰの 割よりは少なめだが、上海証券研究所、ＩＭＦ（国際通貨基金）

のＧＤＰの ～ 割とかなり似通っている。 ＪＢＩＣ（国際協力銀行）の推計であるＧＤＰの 割は、銀行の理財商品

だけに対応したものだろう。

理財商品などの問題は、短期の資金調達であることと、米国のサブプライムローン証券化商品と違って、

証券が海外に幅広くばら撒かれているものではなく国内での資金移動であること、法律上、全額保護されるもの

ではないが、投資家は全額保護されると思い込んでいること、などである。

特に、投資家が暗黙の保証がついていると誤解していることが最大の問題である。

これには、日本のバブル時が参考になる。 筆者は、当時大蔵省証券局にいたが、いわゆる「営業特金」問題

に取り組んでいた。 「営業特金」とは、証券会社が事実上の利回り保証（“にぎり”）をして運用委託される商品

だが、巧みに法規制をかいくぐり、財テクブームの源だった。 後日法規制するが当面の措置として、営業特金の

自粛通達を 年末に大蔵省は発出した。 それはちょうど株価がピークの 万 円のころだった。

たしかに、営業特金について、当時の投資家が利回り保証されているものと誤解させるような証券会社の行為、

しかもこれは法の抜け穴を利用していたことに対し、規制した。

それとほぼ同時期に、土地融資に対しても、融資規制が行われ、これらがバブルの崩壊のきっかけであった。

バブル崩壊後の日本の経験

中略

中国は「ルイス転換点」に直面か

ここで中国のシャドーバンキングに話を戻すと、これまでも中国の不良債権問題はうまく対処できたので、

今回も大丈夫という楽観論がある。 しかし、これまでは経済成長していたので、大きな問題が隠されてきたと

いうべきだろう。

ここで、問題は、中国が「ルイス転換点」にぶつかっているということだ。

ルイスの転換点は、ノーベル賞経済学者経済学者のアーサー・ルイスの二重経済モデルで有名だ。

発展途上国を農村部と都市部との つの部門に分け、労働力の農村から都市への移動によって経済成長を

説明する開発経済学のモデルである。

これによれば、経済発展の初期の段階にある国々は小さな近代的セクターと、大規模な農民を持つ大きな

伝統的セクターからなっていて、この農民という「余剰労働力」が近代的セクターに移行し、経済発展する。

ところが、余剰の農民がいなくなる。ここまでくると、人口要因による経済成長は限界に突き当たる。

これが「ルイス転換点」だ。 それを突き破るには、経済構造の変革などの、「余剰労働力」ではない別の要素が

必要になる。 ここで待ち受けるのは経済停滞である。

中国が「ルイス転換点」にぶつかっているかどうかは、いろいろな議論があるが、ノーベル賞経済学者の

クルーグマン・プリンストン大教授はそうなりつつあるという意見だ。 人当たりＧＤＰを見ると、中国は ドルで

世界 位（ 年）、これはそろそろ経済成長が難しくなりそうなところだ。

となると、シャドーバンキングの崩壊をこれまでのように経済成長で乗り切ることは難しくなっている。

もっともシャドーバンキングの約 兆円の全額が焦げつくわけではないが、近年、急拡大し、地方政府に流れ

ている資金などが相当程度焦げつくことが懸念されている。

現地の関係者の間では、中国の中央政府に資金的な余裕があり、理財商品に少々のデフォルトが生じたとし

ても、十分、中国政府や国有銀行が救済できる体力の範囲内という楽観的な見方もある。

しかしながら、中国特有の政治リスクがあり、中国政府は、仮に、理財商品のデフォルトをさせ、富裕層などの

投資家が全額保護をしてもらえなかった場合において、共産党一党独裁体制への不満が高まることを過度に

警戒している。



また、中国では、シャドーバンキングのうち融資平台の案件では、中央政治家の関係者や

地方政治家が日本以上に絡んでいると聞いた。 現政権の人も関係しているようなので、ここは政治的

には触れられない分野のようだ。

こうした政治的な中国の固有の要因は、シャドーバンキング問題を事後的にうまく処理できるかどうかにも、

大いに関わってくる。

習体制のアキレス腱

上に述べたように、リーマンショックや日本のバブルの教訓は、崩壊後に金融緩和して経済成長してショックを

和らげるということだ。金融政策の自由度を確保するには、先進国の常識である変動相場制が前提になっている。

習近平主席は中国共産党の高級幹部の子弟である太子党出だが、沿海部の福建省や浙江省の党要職を務め

頭角を現してきた。 その地域は国内大手輸出企業が集まり人民元は安くしておくことが既得権を守ることになる。

このため、為替コントロールをしておかないと、国内基盤が揺らぐおそれがある。

このため、人民元の変動相場制への移行には消極的だ。

ここに習体制のアキレス腱がある。 変動相場制に移行して金融緩和すれば、シャドーバンキング崩壊も

おそれることはないのだが、変動相場制への移行という第一歩が踏み出せない可能性が高いのだ。

となると、財政支出を猛烈に行って、不良債権問題を解決するしかなくなる。

それも、中国を市場経済化から遠ざける方策であり、長期的には問題含みである。

日本は、年ベースにおいて国別比較をすると 年より中国向け輸出が一番多く、中国からの輸入も

一番多い。 こうした実態経済の側面一つとってみても、中国経済が混乱に陥れば、日本にのみならず世界経済

への深刻な影響を及ぼす可能性が高い。

ここ 年間は、中国のシャドーバンキング問題がどうなるか注視し、その準備を怠れない。

今回のコラムでは、経済の枠をこえて、中国の政治問題にまで踏み込みました。

日本の場合は、財政の失敗などによる政変は選挙によって決まり、政変の結果が経済に大きな影響を

与える可能性は少ないのですが、中国に関しての財政の失敗や政変は、強大な軍部内の派閥抗争が

からんでくるので、経済面だけにフォーカスして中国バブル問題を考察しても現実性を欠いてしまうのです。

今の中国の軍事・政治・経済の状況と今後の展望を考察していると、安倍総理が推進しておられる

安保法案は、非常に現実的な状況判断に基づいたものではないかと思えてきます。

今後の中国バブルの崩壊と、日本や世界経済への影響を楽観視しないでください。

中国の経済発展の最大の要因であった安い労働力は、もう存在していません。

過去に何回か繰り返してきた中国の

バブルの増加 バブルの崩壊 金融対策 経済成長 バブルの増加

の図式は、多くの安い労働力があったからこそ可能だったことは明白です。

中国の製造コストがアメリカと同じレベルまで上昇してしまった現状では、今回の巨大なバブルの

崩壊を吸収できる要因はありません。

下記は、８月８日に米ボストン・コンサルティング・グループ（ＢＣＧ）が発表した報告の内容です。



ＢＩＧＬＯＢＥニュース

中国の製造コスト・・・米国と大差なし！＝中国メディア

サーチナ 月 日（水） 時 分

中国メディア・北京日報は８日、米ボストン・コンサルティング・グループ（ＢＣＧ）が先日発表した報告で、

中国の製造コストがすでに米国と大差ない状況となっていることが明らかになったと報じた。

記事は、米国を１００とした場合の製造コストが、中国は９６に達しており、同じ部品を１つ生産するのに

米国で１ドルかかれば、中国では９６セントかかることになり、双方の差はすでに極めて縮小されたと伝えた。

また、ニューヨーク・タイムズの中国語電子版も今月初めに、中国の紡績業コストが米国より３０％高く、

中国の紡績企業が米国に工場を設置する現象が起き始めていると報じ、「紡績業は中国製造業の縮図であり、

中国製造業の国際競争力が低下した」と評したことを紹介した。

さらに、中国製造業が大きな壁に直面している理由についてＢＣＧが「中国人労働者の賃金上昇」、

「為替レートの上昇」、「エネルギーコストの上昇」の３点を挙げたとし、

賃金が２００４年の１時間あたり４．３５ドル（約５４２円）から１４年には１２．４７ドル（約１５５３円）に増加、

人民元の対ドルレートが０４年から１４年までに３５％上昇したことなどを挙げたことを伝えた。

記事は一方で、製造コストの上昇は中国のみならずブラジル、ロシア、チェコ、ポーランドなどでも、

さらにはもともと製造コストの高かったスイス、ベルギー、スウェーデン、フランスなどでも起きていると紹介。

英国とオランダがその例外的存在であること、そして「注目すべき点」としてインドではまだコスト上昇が起きて

いないことを挙げた。

このほか、報告で比較されている２５の国・地域において、製造業の競争力がもっとも顕著に上昇している

のは米国とメキシコであるとし、その背景には持続的な生産力向上、安定した為替レート、エネルギー面での

大きな優位性があると解説。 この状況のなかで、米中両国の製造コストの差が５％以内にまで縮まったとした。

（編集担当：今関忠馬）（イメージ写真提供：（Ｃ）Ｚｈａｎｇ ＹｕａｎＧｅｎｇ／１２３ＲＦ．ＣＯＭ）

中国での製造、中国からの輸入、中国への輸出、などに直接関与しておられる企業は、

すでに中国国内の経済状況の異常さを実感しておられることでしょう。

すでに撤退やシフト先を検討してしておられる企業も多いことと思います。

私はシフト先として将来も安全で最も有望なのがインドではないかと思っていますが、

業種によってベストなシフト先は異なることでしょう。

今後の中国・日本・世界の経済変動が具体的にどのような経緯で変化してゆくのかは分かりませんが、

中国バブルの大崩壊の進行が止まらないことは確かなことです。

９月末から１０月にかけて、新たな株の値下がりや変動が表面化してくるのではないでしょうか。

中国に直接に関与していなくとも、日本のあらゆる業界や企業が間接的に大きな影響を受けてゆきます。

リーマンショックに対処された時の経験を生かして、世界同時不況に必要な対策を

早急に練ってゆかれるよう進言させていただきます。

近日中に、『 ２０１５年９月の中国経済の現状 』 を作成する予定です。

２０１５年９月１５日 明日香地震気象研究所 松本安生


