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■ 研究会開催報告 ■ 
「『一帯一路』と中国の対外発展戦略」 
 
日 時：2015 年 12 月 7 日（月）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
【講演概要】 
「一帯一路（シルクロード）」戦略は、今後の中国の対外発展戦略を見る 大の視点の一つといえる。「一帯一路」

戦略は、アジア太平洋地域、中央アジアが主たる舞台となっているが、目下、EU などから関心と支持が急速に高

まっており、今後の世界経済の行方、日本の経済・社会、対外ビジネスにも大きく関わってくると判断される。 
 「一帯一路」戦略で、世界における中国のプレゼンスがどうなろうとしているのか、世界経済の枠組みがどう変

わろうとしているのか、日本とって、「一帯一路」戦略は、鶏肋なのか奇貨なのか、問題提起したい。  

 

【講師紹介】 

江原 規由（えはら のりよし）氏：一般財団法人国際貿易投資研究所 研究主幹 
［略歴］ 

1950 年生まれ。1975 年：東京外国語大学外国語学部卒業、日本貿易振興会（ジェトロ）

入会。香港大学研修、日中経済協会、ジェトロ・バンコクセンター駐在などを経て、

1993 年：ジェトロ大連事務所を設立、初代所長に就任｡1998 年：大連市旅順名誉市民

を授与される｡ジェトロ北京センター所長、海外調査部主任調査研究員｡山東省烟台市

投資顧問、2010 年：上海万博日本館館長・政府副代表。2011 年：国際貿易投資研究所

研究主幹。 
  2002 年：中国政法大学日本法研究センター研究員,2007 年～2011 年(2010 年を除

く)：立命館大学客員教授 2011 年：国際日本文化研究センター 万博研究会メンバー、

2012 年：桜美林大学北東アジア総合研究所研究員、2013 年：日中関係学会副会長（2015
年監事） など。 

［主な著書］ 

「中国経済 36 景」（中国外文出版社）、「ドライブ イン中国」・「職在中国」・「中国経済 前線」（ジェトロ出

版）「上海万博とは何だったのか」（日本僑報社）、 「大中華圏-その実像と虚像」（岩波書店） 、「TPP 交

渉の論点と日本」（文眞堂）、「万博覧会と人間の歴史」（思文閣出版）ほか。 
［論文等（Articles／連載）］ 

2002 年 “週刊エコノミスト”（チャイナウォッチング／中国視窓、～2005 年年 12 月） 
2004 年 “人民中国”（現在に至る） 
2004 年 “蒼蒼社 中国総研”（現在に至る） 
2010 年 “週刊世博”＜上海万博関連 26 回＞（～2010 年 11 月） 
2011 年 “季刊 国際貿易と投資（2011 年夏号～現在に至る） 
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一帯一路（現代のシルクロード）世界 長の経済回廊 
（中国から欧州、南太平洋、アフリカまでカバー） 

 
中国経済網（2015 年 04 月 24 日）から 筆者加工 

【開会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

  これより中国総合研究交流センターの月例研究会を開始する。 

  本日は一般財団法人国際貿易投資研究所の研究主幹 江原規由様より、 近、一番話題になっている“一帯一路”－

シルクロード構想と中国の対外発展戦略をテーマにお話をいただく。江原様のご略歴はお手元の資料の通り、東京外国語

大学をご卒業後、日本貿易振興会（JETRO）に入会し、大連事務所を設立、初代所長に就任された。国際貿易投資研究所の

研究主幹に就かれてからも研究の場を拡げられている。 

このところ中国は矢継ぎ早に中長期の成長戦略に沿った活動を行っているが、今日は江原様にその辺りの具体的な話と

今後の見通しについて、日本はどうするべきかというところも含めてお話を伺いたいと思う。 

 

【講演】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまご紹介いただきました江原です。よろしくお願いいたします。 

 今日は「“一帯一路”と中国の対外発展戦略」についてお話させていただきます。“一帯一路”は現代版シルクロードと

いえるかと思います。“一帯”は「陸のシルクロード」、“一路”は「海のシルクロード」のことです。 

 

〇国際公共財としての一帯一路 
 

近、中国紙や雑誌などで、一番目にするのが、“一帯一路”の『4 字』といえますが、そのほか、このところ、“国際

公共産品” という『6 字』も目立つようになりました。中国は、“国際公共産品”、日本語に訳せば、～“国際公共財”と

なるかと思いますが、今後これを世界に発信していくといっています。ご承知のとおり、中国は今や世界第 2 位の経済大

国で、世界における発言力を着実につけています。その身丈に応じた責任を果たすために、“国際公共財”を世界に発信し

ていこうということになるかと思います。今日、お話しする“一帯一路”や AIIB、それから、“国際産能合作”、これを日

本語に訳すと、国際産業能力協力といえるかと思いますが、これらはみな、中国のいう“国際公共産品”と位置付けられ

ると思います。その中でも、“一帯一路”は“国際公共産品”の 上段に位置づけられていると考えられます。 

 中国には“新型大国関係”を米国と構築していこうという強い意識があります。昨年、習近平さんが訪米した際、オバ

マ大統領との会談で 大のテーマであったのが、米中間の“新型大国関係”の構築でした。この“新型大国関係”も中国
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シート 1：“一帯一路”の原風景 

出所：中新網（Chinanews.com）

シート２：“一帯一路”展示ポスター 

北京国際空港 

筆者撮影

にとっては“国際公共産品”といえるのではないでしょうか。一般的に、公共財というと、例えば、消防、衛生、公園、

そして、警察も含まれるでしょう。決められたルールさえ守れば、“誰もが”便宜を得られるものといえます。“国際公共

産品”となると、“誰もが”というより、“どの国も”便宜を得られるものということになるでしょう。これは大変なこと

です。大国意識から出たということでしょうか。 “国際公共産品”という言葉に出会うたびに、中国の世界観が込められ

ているのではないかと、いつも感じます。 

 

〇大地と空港 
 

 さて、前置きはこのくらいにして本題に入りましょう。このシート１

には、荷物を運んでいるラクダの一群がいます。このシートの情景はこ

れから皆さんにお話することを能弁に語っているといえます。“一帯一路”

が順調に進めば、ここを、ラクダの替わりにトラックや鉄道が走ってい

ることでしょう。後ろの草木のない茶色の小山には、太陽光パネルが並

び立っているのではないでしょうか。同じく、ここの無味乾燥の大地は

果樹園になったり農地になったりしているのではないでしょうか。中国

が意図する“一帯一路”が展開していけば、このシートの上に究極的に

はそういった風景の広がりが想像できると思います。 

 

 

   

北京の国際空港を利用された方の中にはご覧になった方がいる

かと思います。このシート２は搭乗口に向かう通路の両脇にずら

りと並んでいる“一帯一路”の広告・宣伝ポスターを撮ったもの

です。中国がいかに“一帯一路”に力を入れているかを海外から

来た人、あるいは、海外に出る中国の人にまざまざと強調してい

るようです。また、この本ですが、空港内の小さい書店で買い求

めたものです。本名は「“一帯一路”が中国を引っ張っていく」と

書かれています。著者の一人は AIIB の行長の金立群氏です。また、

中国を代表する経済学者、張毅夫氏も著書の一人となっています。

第一章では“一帯一路”戦略の新発展について書かれており、そ

の第一節が「“一帯一路”と FTA：中国の新たな対外発展戦略」と

なっています。“一帯一路”を扱った書籍は、今、中国の本屋に結構並んでいます。中国が“一帯一路”をいかに重視して

いるかが分かります。 

 あとで話させていただきますが、私は“一帯一路”は“改革開放”に準ずるものではないかと思っています。“改革開放”

には、マイナス面もありましたが、世界経済の発展に大きく貢献してきました。それと同じような状況を“一帯一路”が

つくっていくのではないかと思うことがよくあります。“改革開放”の『対外展開版』といった方が適切かもしれません。 

 

 

〇一帯一路の概要 
  

“一帯一路”には 60 余ヵ国・地区が関係しているとされています。当初は「65 カ国・地区」といっていましたが、そ

の後、「64 カ国・地区」としているケースが多いようです。経済規模は、世界全体の約 30％、対外貿易では世界全体の約

24％で中国全体のほぼ 4分の 1と発表されています。 近発表された今年 1月から 10 月まででみますと、中国はシルクロ

ード沿線国・地区の「49 カ国・地区」に前年同期比で 36.7％増の 131 億ドルを投資しています。そこまではっきりしてい

るのなら、“一帯一路”の構成国・地区を具体的にしたらどうかと、中国のある高名な経済学者に聞いたところ、「ハッキ

リさせない方が都合のよいこともある」ということでした。今年 2 月に福建省の泉州で党中央が関係する“一帯一路”の

大シンポジウムが開かれました。主催者は 100 数カ国の代表が結集しているとのことでしたが、日本から来て発表したの

は私一人だけでした。その時、韓国からの参加者が、“日中は“一帯一路”に入らないのか“という質問をしましたが、は

っきりしませんでした。シルクロードの東端は日本といわれてきましたので、ややしっくりしない思いがします。 
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中国の“一帯一路”沿線国・地区への投資については、中国は 2020 年までに 5,000 億ドルの対外投資をするとしていま

す。“一帯一路”に対する投資額は、今後確実に増大してくると思います。 

 

 

〇始皇帝、チンギス・カン、鄭和をプラスした歴史的プロジェクト 
 

“一帯一路”との関連で、中国の歴史的な 3 人の偉人について注目してみたいと思います。秦の始皇帝、チンギス・カ

ン、そして、鄭和です。秦の始皇帝は、今日、“一帯一路”でやろうとしているかなりの部分を、紀元前に発想していたと

いえます。モンゴル出身のチンギス・カンの軍隊は紀元 13 世紀にヨーロッパまで遠征しています。そのルートは“一帯”

のルートとほぼ重なっています。鄭和は明の時代、永楽帝の命を受けて、大艦隊を指揮して、合計 7 回、東南アジア、イ

ンド洋からヨーロッパまで航海しています。彼の任務は、海外の珍品、珍物、珍味の収集と中国の威容を示すことにあっ

たと思います。彼の航海で、当時、東南アジアからインド洋を経てヨーロッパに至る世界 大の交易路、通商交易圏が形

成されたといえるのではないでしょうか。彼の航路は“一帯一路”の“一路”に相当しています。鄭和の大航海は、アメ

リカ大陸を発見したとされるコロンブスや初めて世界一周したとされるマゼランなどが活躍した西洋の大航海時代に先立

つ 1世紀ほど前のことでした。 

興味深い本を一冊紹介しましょう。イギリスの潜水艦の艦長が書いた「1421」という本です。副題には「中国が新大陸

を発見した年」とあります。鄭和の大艦隊は、コロンブス以前にアメリカに行っている、南極や北極にも行っている、と

書かれています。艦長は 15 世紀頃の中国で書かれた古い地図を図書館で見つけ、今の地図と比べて大陸の位置が違ってい

るのはなぜかと、疑問を感じ、そのわけを見つけようとしたということです。その結果、当時、中国は緯度、経度を読み

違えていたのではないかというのです。潜水艦の艦長でしたから、地理や計測関係の専門知識が豊富でしょう。この本の

内容にはにわかに信じがたいようなところもありますが、実に面白い内容です。今の中国は、新型大国関係の構築に大変

乗り気ですが、明の永楽帝がこの世に翻ったとしたら、どんな鄭和が出て来るのだろうかなどと、想いをめぐらせてしま

います。“一帯一路”はいろいろな想像を掻き立ててくれるようです。 

秦の始皇帝に戻りましょう。彼は万里の長城を築いたり、中国を統一して現在の中国の原型をつくったりと、歴史的な

様々な偉業を行いました。その中でも有名なのが、轍（わだち）、貨幣、度量衡の統一があります。度量衡とは、ひと言で

いうと、モノの長さ、容積、重さのことです。それでは、秦の始皇帝のどこが、“一帯一路”と関連しているのかについて

ですが、まず、轍の統一から見てみましょう。 

秦が勃興した戦国時代の戦いは、戦車どうしの闘いでした。戦車といっても戦士の乗った二輪の馬車です。戦国 7 か国

では、その車幅が異なっていました。車幅が異なっていると、進入した戦車は移動の自由が損なわれ機動力が制限されま

す。そのため、各国ともわざと轍の幅を不揃いにしていたといわれています。統一後、始皇帝はその轍の幅も揃えました。

これにより、移動が便利になり、商業圏の拡大・発展に大きく貢献したことになります。轍の統一は、当時 大のインフ

ラ整備だったのではないでしょうか。 “一帯一路”の 大事業は何かというと、インフラ整備です。 

貨幣を統一したということは、“一帯一路”構想を推進することで人民元の国際化を

推進しようとしている現在の中国側の意図に通じるところがあるのではないでしょう

か。度量衡の統一とは、いうなれば、現代版の FTA に通じるところがあるのではないで

しょか。例えば、尺度が統一されれば、今に例えていえば、関税がゼロに統一されれば、

商業、ビジネスは大いに盛んになるのではないでしょうか。中国は“一帯一路”FTA を

目指しています。秦の版図と“一帯一路”の版図は同じではありませんが、結果的にで

はありますが、発想には似たところがあるのではないでしょうか。 

2013 年 9 月にカザフスタンで習近平さんは“一帯一路”を提起し、10 月にインドネ

シアで“一路”を提起しました。それからまだ 2年しか経っていません。習近平さんが

やろうとしている“一帯一路”は、始皇帝とチンギス・カンと鄭和をプラスしたような

巨大プロジェクトということです。 

ここまでお話したことを整理しておきたいと思います。“一帯一路”の主旨は、関係

国・地区のインフラ整備で、行く行くは“一帯一路”FTA、巨大経済圏を構築してゆこ

うということです。宗教も歴史も価値観も違う広大な地域で、果たして、実現できるの

か。その回答は先にならなければ分からないわけですが、“一帯一路”が巨大でロマン

に満ちた歴史的事業であることは間違いないでしょう。 
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シート４：中国の FTA 網 

筆者作成

シート３：“一帯一路”沿線の地域協力の枠組み

 

出所：ジェトロ

〇一帯一路 FTA 構築とアジア太平洋のメガ FTA                  
 

次に、“一帯一路”FTA“が構築される可能性があるのか、という

点について少しお話しさせていただき、その後、“一帯一路”の中身

について具体的に説明させていただきます。“一帯一路”は、今後、

世界でどのように位置づけられるのでしょか。私は“一帯一路”FTA

ができるのではないかという仮説をたてて説明したいと思います。 

2014 年 12 月、党の常務委員会の勉強会で習近平さんは、「トップ

ダウンで積極的に“一帯一路”沿線国・地域（地区）との FTA を構

築し、中国と沿線国との協力緊密化を図り、一層の利益融合を図ら

なくてはならない」といいました。私の知る限り、習近平さんが“一

帯一路”FTA を構築する、といったのはこの時が初めてだったと思い

ます。中国の FTA 戦略の中心に“一帯一路”FTA が位置付けられるの

は、そう遠くないように思えます。 

シート３では “一帯一路”沿線の地域協力の『枠組み』、メガ FTA

予備軍を図式化しています。ここが、今年 10 月、難産の末大筋合意した TPP。その対極が、中国が支持している RCEP。TPP

は米国主導で中国は不在。RCEP は米国不在です。TPP と RCEP が今後どう発展してゆくのか、興味を持たれている方は少な

くないと思います。TPP が大筋合意したことで、RCEP 支持の中国は焦っているのではないかとの見方が少なくないようで

す。アジア太平洋地域に FTAAP（アジア太平洋自由貿易圏）を構築してゆこうという点では、米国も中国も一致していま

す。その点は、昨年 11 月の北京 APEC で確認されています。TPP が発展して FTAAP となるのか、それが RCEP なのか、ある

いは、TPP と RCEP が融合して FTAAP になるのか、さらに別ルートが出てくるのか、注目されています。ここには日中韓 FTA

もあります。先月、韓国のソウルで 3年半にわたって中断されていた日中韓首脳会談が開催され、これに出席した李

克強国務院総理が、“「日中韓 FTA」の構築を加速させることが首脳会談の『 重要案件』になる”といっています。

FTAAP 構築に向けた中国の積極的な姿勢表明であり、主導権をとるための布石といえるのではないでしょうか。「日

中韓 FTA」が TPP と RCEP の融合による FTAAP 構築の橋渡し役になるかもしれません。日本は TPP と RCEP の両方に足

場を持っており、韓国は RCEP に足場があります。韓国は TPP 参加に関心を示しているようですが、今のところ、交

渉には参加はしていません。 

このほか、“一帯一路”との関連では、EU と米国の FTA となる TTIP（環大西洋貿易 投資パートナーシップ）もありま

す。これらのどの『枠組み』もまだ成立はしていません。TPP は大筋合意に達しましたので、一歩リードというところで

しょうか。 

 

 

〇中国の FTA ネットワークと一帯一路における地域協力の枠組み           
 

次のこのシート４ですが、2015年 12月現在、

中国が締結している FTA の関係国・地域をリス

トアップしています。今年 6 月時点、中国が締

結している FTA は 14 です。そのほか、交渉中、

研究中、研究準備中のを入れると、29 ヵ国・地

区・組織となります。アジアが中心となってい

ることがわかると思います。中国が締結している

FTA の中で、今、中国が一番力を入れていると思

えるのが ACFTA、すなわち、ASEAN との FTA といえ

ます。RCEP を支持している中国は、その核に ASEAN

を置いています。ASEAN を核にして RCEP を展開し

ていこうというのが中国の FTA 戦略になっている

といえます。目下、中国は、ACFTA をグレードア

ップすることに熱心な姿勢を示しています。 

シート４に示された中国の FTA 網に“一路”と
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シート５：“一帯一路”における地域協力の『枠組み』 

 
筆者作成

“一帯”が重ねてみると、“一路”が、FTA 構築で、“一帯”を一歩リードしているといえるでしょう。ただ、 “一帯”に

も地域協力の『枠組み』はあります。このシート５をご覧ください。SCO、即ち、上海協力機構とか、BRICS とか、インド

を中心とした南アジア地域協力連合（SAARC）、ロシア主導のユーラシア経済連合（EEU）、湾岸協力会議（GCC）などです。

これらは FTA 予備軍という言い方は、今のところ、されていませんが、中国はこうした地域協力の『枠組み』と極めて積

極的な対応をとっています。“一帯一路”FTA という欧州に至る広大な経済圏を構築するためには、こうした『枠組み』 と

の折り合い、協調、協力関係が前提となります。特に、ロシア、インドとの関係が重要でしょう。どちらも、この地域で

リーダーを自認しているからです。欧州に至る“一帯”の経済回廊に“関所”でもつくられたら、中国が意図する“一帯”

の主旨、すなわち、沿線国のインフラ整備や経済交流がスムーズにいかなくなってしまい、“一帯一路”FTA の構築は難し

くなってしまいます。欧州への自由交易路の確保も“一帯一路”の 大の目的の一つといえます。 

 

課題は少なくないものの、今のところ、中国はこうした

『枠組み』とうまくやっているといえるでしょう。今年 7 

月、ロシアのウファで BRICS と上海協力機構（SCO）の首

脳会議が開かれました。今後の“一帯一路”の行方を見る

上で、この２つの会議は、極めて重要です。まず、SCO 会

議ですが、パキスタンとインドを正式なメンバーとする

ことを承認し、SCO の拡大が決まりました。同時に、ベ

ラルーシをオブザーバー国へ、アゼルバイジャン、アル

メニア、カンボジア、ネパールを対話パートナー国とし

ました。こうして、SCO は、インド洋と東南アジアをも

カバーエリアとすることになったわけです。中国は、き

わめて密接な関係にあるパキスタンと、アジアの大国で

あり中国のライバルとされるインドを SCO に取り込ん

だことで、SCO でのプレゼンスを高めたといえます。 

BRICS 首脳会議では、BRICS 新開発銀行を始動させることになりました。7月には、上海でその開業式典が行われ

ました。BRICS 加盟国のうち、ブラジルと南アフリカは、“一帯一路”沿線国ではありませんが、両国に足場をつく

っていることは、中国の対外発展戦略上、また、将来的に、“一帯一路”をさらに国際化する上でも重要な布石とな

ります。すでに、トルコ、メキシコ、インドネシア、ナイジェリアなどの新興国が、BRICS にパートナー参加する意

向を示しているといわれていますので、“一帯一路”の飛び地は拡大する方向にあるといえます。 

また、ロシアが主導しているユーラシア経済連合と“一帯一路”を結びつけることで意見の一致を見ました。 

これで、先ほど説明したロシアとインドの“関所”も、いわば、通行手形を見せることなく通ることができるようにな

ったといえます。中国から欧州への時間的距離がぐっと縮まったわけです。 

“一帯一路”は、中国にとって、欧州との絆といってもいいでしょう。“一帯一路”で欧州との経済交流を拡大させたいと

いうのが、中国の本音でもあるわけです。 

 

 

〇FTAAP へ、TPP か RCEP か、 大の懸念は TTIP 
 

中国包囲網ともいわれる TPP が大筋合意に達したことで、中国が慌てているという見方が少なくないようです。私は、

中国はホッとしたのではないかとみています。当初、参加条件にあれだけ高いハードルを掲げましたが、結局、妥協の上

に大筋合意が成り立ったということでしょう。中国は、TPP の大筋合意を FTAAP へのプロセスとして歓迎する姿勢にあり

ますが、TPP には一歩距離を置いているとみられます。一般的に、中国が支持している RCEP は、TPP よりハードルが低く、

その分、参加しやすい国も少なくないでしょう。TPP の大筋合意で、TPP と RCEP の距離が縮まったともみられるでしょう。

中国としては、RCEP や「日中韓 FTA」で早期合意し、FTAAP でリーダーシップを発揮したいところでしょう。中国の TPP

参加には、国有企業の存在が課題だとする見方が少なくありませんが、TPP に参加しているベトナムやマレーシアにも国

有企業はありますし、何より、中国が国有企業改革を未曾有の大胆さで実施しているなど、課題はそれほど大きくはなく

なってきているのではないでしょうか。中国の国有企業の世界経済における貢献は、今や無視できないとの見方もありま

す。中国にはこういう言い方があります。“中国の参加しない TPP 、米国が参加しない AIIB は発展が制限される”。意味

深な言葉ですね。 
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TPP より中国が困ったものだと思っているのが TTIP ではないかと私は見ています。TTIP が成立すると、中国への影響は

TPP をはるかに超えたものになるのではないでしょうか。そうならないために、中国は、“一帯一路”をうまくやり、欧州

との経済交流をうまくやらなければならないというわけです。中国は、ウファでの首脳会談で得点を稼ぎましたし、また、

欧州とも、経済交流を中心に関係が密接になっています。双方の投資は大きく拡大しているほか、10 月、訪英した習近平

さんに対する英国の大歓迎ぶり、その訪英から帰国後わずか２週間足らずの間に、オランダ国王、ドイツのメルケル首相、

フランスのオランド大統領の訪中などの様子などから見て、中国と欧州の関係が極めて良好なことが分かります。米国は

どう見ているのでしょうか？ 

 

 

〇インフラ整備とウインウインが一帯一路の主旨 
  

次に、“一帯一路”の主旨と中国の本音についてお話したいと思います。 

先ず、主旨ですが、インフラ整備を軸に“一帯一路”関係国・地区とのウイン・ウイン関係の構築を図ることにありま

す。 近では、習近平さんは、“一帯一路”関係国・地区と“運命共同体”を構築するといっています。インフラ整備には、

交通、港湾、通信、電力などハードウエア―の整備もさることながら、政策、意思などの疎通も含まれているようです。

お互いが風通しを良くして、うまくやって行こうということでしょう。投資拡大、金融協力も大いにやって行こうという

ことになります。その先には、“一帯一路”FTA が見えてきます。FTA といっても、“一帯一路”FTA は、通常の FTA の概念

とは異なるかもしれません。“一帯一路”新経済圏といった方がよいかもしれません。“一帯一路”はウイン・ウインを前

提にしていますから、特色のある FTA、経済圏が構築されるのではないでしょうか。この点については、また、後でお話

します。 

アジア大平洋地域には、膨大なインフラ整備の需要があり、そのほかにもやるべきことは山ほどあるのに、アジア開銀、

世界銀行など既存の国際機関、既存のルールや秩序は、時代のニーズに十分応えられていないと、中国はいうのです。“一

帯一路”、AIIB もこうしたニーズに応えるために構築され、世界から支持を得ていると中国はいいます。こうした中国の

世界観が、“ウインウインで“一帯一路”を構築しましょう”、“運命共同体を構築しましょう”という提案になっているの

でしょう。 

 

 

〇一帯一路は対外投資の拠点へ～国際産能合作の重要な受入れ先 
 

中国にとって、“一帯一路”にはどんなメリット、事情があると思いますか。この点、よく、人民元の国際化、外貨準備

の有効活用、過剰生産力の軽減のためだと、言われています。今や、人民元は、ドル、ユーロに次いで、決済通貨として

第三の通貨となっています。まだ全体の 3％にも満たないわけですが、中国と“一帯一路”との経済交流が増えれば、人

民元の出番も増えることになり、その国際化がさらに進むことが考えられます。また、外貨準備の有効活用では、すでに、

中国が独自に設立した「シルクロード基金」の活動資金となっているほか、今後、確実に増えてゆくと思われる中国企業

の海外進出にも何らかの形で活用されてゆくのではないでしょか。過剰生産力の軽減ですが、目下、中国では鉄鋼、平板

ガラス、電解アルミ、船舶、石炭、不動産など、インフラ整備関連の製造業、いずれも、中国経済を支えてきた大企業

ですが、過剰な生産力を持ち、在庫を抱えています。今や、中国経済の成長の足枷になっているところが少なくありませ

ん。海外で需要や進出の機会が生まれれば、こうした企業の負担を軽減することができます。ものごとはそんなにうまく

行くとは限りませんが、 “一帯一路”は、中国にとって都合の良いところがあることは事実です。 

さきほど、今後、中国企業の海外展開が急増するといいましたが、“一帯一路”は、その拠点としても機能するといえる

でしょう。今や中国は資本の純輸出国です。対中投資より、対外投資の方が多いわけです。“一帯一路”は、世界経済にお

ける中国のプレゼンスをさらに高めることになるといえますが、このことは、中国企業の海外展開についてもあてはまる

でしょう。“一帯一路”に進出する中国企業が増えるとなると、一石二鳥以上の効果が期待できるのではないでしょか。そ

のための仕掛けを、中国は、“一帯一路”に準備しています。“海外経済合作区”と“国際産能合作”がそれです。 

“国際産能合作”とは、特徴的なところでは、中国企業と先進国企業が連携して第三国に投資しようというところが指

摘できます。先進国企業には、今後、中国に進出した外資系企業もおそらく含まれるのではないでしょうか。これまで中

国は、豊富で安い労働力の存在、部品調達拠点、広大な市場の存在が、外資を引き付けてきましたが、そうした比較優位

性はいつまで続くわけではありません。今や、中国企業が海外に出ていく時代に入ったということでしょう。第三国とい

うのは、“一帯一路”がその多くを占めることになるのではないでしょうか。どこの先進国企業が中国企業と組むのでしょ

うか、私は、欧州企業が多いのではないかとみています。「メイドイン中欧」のインフラが“一帯一路”に整備されること
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シート６：“伙伴関係”構築図（矢印は未構築国・地区） 

筆者作成

になるのではないでしょうか。「国際産能合作」は、李克強さんが強く推進しているプロジェクトです。彼は、商品輸出、

資本輸出の中間に産業輸出がある。それこそ、“国際産能合作である”といっています。先進国とタイアップ無しに中国企

業が、また、中国企業連合が当該国に投資をするもあるわけですが、「国際産能合作」には投資拡大に向けた仕掛けが斬新

だと思います。 

海外経済合作区ですが、これは、中国政府や中国企業が現地政府や企業と協力して設置する外資導入の拠点です。

外資の中心は中国企業ですが、日本企業でも、米国企業でも、韓国企業であってもあってもよいわけです。もちろん

現地企業も含まれます。私は、中国に進出している外資企業と組んで、また、中国の中外合弁企業が海外経済合作区

に投資する時が来るのではと思っております。中国は外資企業にとって第 3 国投資の拠点となるわけです。中国は

これを世界 50 ヵ国 118 ヵ所に設置しており、そのうち、23 か国 77 ヵ所が“一帯一路”関係国・地区に設置済と発

表しています。 さらに、そのうちの 42 ヵ所が“一路”、 つまり、海のシルクロード上に、残り 35 か所が“一帯”、

すなわち、陸のシルクロード上に設置されているとしています。改革開放政策で、中国は外資導入拠点として、経済

特区や経済技術開発区を設置し、その後、同じような拠点を中国全土に設置しましたが、その経験を「海外経済合作

区」に生かしているということでしょう。 
インフラ整備には資金が必要です。その資金をどうするかですが、銀行ベースでは、AIIB や上海協力機構の開発銀行、

BRICS 開発銀行など、基金では、先ほど説明したシルクロード基金などがありますが、これだけで、インフラ整備資金を

確保することは到底できないでしょう。しかし、だから“一帯一路”戦略はうまくゆかないのではと見るのは時期尚早で

しょう。先ほど紹介した通り、各国からの投資、当該国の投資もあります。また、PPP 方式のように、国と一般企業が一

緒になって投資するというシステムも出来ようとしている。“一帯一路”はスタートしたばかりですが、実施のためのいろ

いろな『枠組み』つくりは、結構うまくいっているのではないでしょうか。 

 

 

〇伙伴関係～中国の特色ある対外発展戦略の要 
 

さて、“一帯一路”FTA についてですが、それが、どのように構築され、また、どのような内容になるのかに関して、中

国が構築している“伙伴関係”が大いに参考になるのではないかと思います。この“伙伴関係”は NATO 発の外交用

語でしたが、中国の“伙伴関係”では経済交流・協力面が強調されています。“伙伴関係”とはどんなもので、どの

ように構築されるかといいますと、まず、その 大の特徴は、首脳の共同声明をもって形成され、当事国の事情、都

合をより反映できる融通性があるという点ではないかと思います。 

今年 9月、難産の末ようやく大筋合意に達した TPP など、いわゆる FTA はハードルが高く、発展途上国にとって、

参加したくてもできないケースもありますが、その点、共同声明で当事国の事情、都合に合った経済協力の内容を大

筋で決める“伙伴関係”の構築は、拘束力の強い FTA 締結交渉などに比べ、時代の要請にかなっているところが少な

くないといえます。特に、“一帯一路”沿線国・地区は、発展途上国が多く、また、宗教、民族、経済の発展段階の

異なる国・地区によって構成されていますし、利害や価値観の相違が少なくありません。そんな中で、“伙伴関係”

の構築を入口として、その関係を発展させ、出口を FTA の構築とするということは十分考えられるのではないでしょ

うか。 

このところ、“伙伴関係”の構築が目立って増

えてきており、特に“一帯一路”関係国との“伙

伴関係”の構築が目立ちます。“伙伴関係”には、

15 種類あります。例えば、戦略伙伴、全面戦略伙

伴、戦略合作伙伴、更加緊密的戦略合作伙伴、全

面戦略合作伙伴、全面戦略協作伙伴、全天候戦略

合作伙伴、全方位戦略伙伴、合作伙伴、友好合作

伙伴、全面合作伙伴、全面友好合作伙伴、 全方

位友好合作伙伴、 友好伙伴などです。 

 どの“伙伴関係”になるかは、中国と当該国

との関係、政治、経済、社会、友好、協力などの

関係を判断して、中国のほうから提案されていま

す。中国と当該国とがいろいろな交流で便宜を提
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供し合うというのが、“伙伴関係”ということになるでしょうか。 “伙伴関係”は、中国と当該国・機関・組織と

の関係がさらに緊密になったり、拡大したりすると格上げされたりします。例えば、韓国とは、目下、“戦略合作伙

伴関係”ですが、これは 2003 年に構築された“全面伙伴関係”から格上げされたものです。中国首脳の外遊時や海

外要人の訪中時の首脳会談で、「一帯一路」戦略と共に必ず提起・確認されるのが、この“伙伴関係”です。中国は、

この“伙伴関係”の構築に、なにか大きな期待をかけ、思惑をもっていることがわかります。それが何であるか。“一

帯一路”FTA の構築もそのうちの重要な一つであることは間違いないでしょう。 

中国と“伙伴関係”を構築したり、その格上げに同意する国は増えてきていますが、米国、日本およびアラビア半

島と中南米の一部の国家とは、まだ、構築されていません。シート６には中国と“伙伴関係”の未構築の国・地区が

矢印で示されています。1998 年、当時、国家主席であった江澤民さんが訪日した時、(平和と発展の)友好合作伙伴

関係の構築に向け検討してゆきましょう“との提案があったといわれますが、その後、日中関係が政冷経熱になった

こともあって、日中“伙伴関係”は、結ばれていません。 

日本では、“伙伴関係”のことはほとんど報道されていませんが、今後の中国の FTA 構築の行方をみる視点として、

また、世界経済における中国の存在をみる視点としても、注目しておいたほうがよいと思います。 

 

 

〇伙伴関係の構築から一帯一路 FTA へ 

 
ここで、中国の関連する地域連携協定や対外発展戦略と“伙伴関係”との関係を見てみたいと思います。このシー

ト７をご覧ください。まず、中国の FTA 網のうち締結済国・機関では、スイスとコスタリカ以外の国と、また、交渉中

の国・機関では、ノルウェーを除くすべての国・機関“伙伴関係”を結んでいます。RCEP では、日本だけが結んでいませ

ん。TPP では、日本と米国以外のすべての国と、AIIB では 57 か国中、ノルウェー、グルジア、アゼルバイジャン、 サ

ウジアラビア、クウェート、ヨルダン、イラン、イスラエル、スイス、オマーンの 10 ヵ国以外の国と、また、BRICS、

SCO はすべての国と“伙伴関係”が結ばれています。 

 

シート７：中国の関連する地域連携協定や対外発展戦略と“伙伴関係”との関係 
 

FTA 等 参加国・組織など 

FTA 
(中国) 

締結：CEPA、ECFA ASEAN、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ペルー、韓国、パキスタン、   

   アイスランド、オーストラリア、スイス、コスタリカ、 
交渉中：日中韓、スリランカ、RCEP、“ASEAN＋１”昇級版、湾岸協力会議(GCC)、ノルウェー、 
研究中／研究準備中：インド、イスラエル、コロンビア／EU,カナダ、BRICS、一帯一路 

TPP 
チリ、ニュージーランド、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ペルー、 
マレーシア、カナダ、メキシコ、米国、日本、 

RCEP  中国 ASEAN10、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、日本、 

SCO 

加盟国：中国 ロシア、カザフスタン、タジキスタン、キルギス、ウズベキスタン、 
    インド、パキスタン、 
オブザーバー国：アフガニスタン、ベラルーシ、モンゴル、イラン、 
対話パートナー：ネパール、カンボジア、スリランカ、トルコ、アルメニア、アゼルバイジャン、 

客員参加：トルクメニスタン、ASEAN、CIS、 
BRICS 中国 ブラジル、ロシア、インド、南ア、中国 

AIIB 

中国 オーストラリア,  バングラディシュ、ブラジル、カンボジア、デンマーク、フランス、 

ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、カザフスタン、韓国、キルギスタン、ラオス、 

マレーシア、  モルディブ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、オランダ、ニュージーランド、 

ポーランド、ポルトガル、カタール、ロシア、英国、南アフリカ、スペイン、スリランカ、 

タジキスタン、タイ、トルコ、ウズベキスタン、アラブ首長国連邦、ベトナム、パキスタン、 

フィリピン、シンガポール、マルタ、ルクセンブルク、アイスランド、スウェーデン、オーストリア、 
フィンランド、エジプト、ブルネイ、ノルウェー、グルジア、アゼルバイジャン、 サウジアラビア、

クウェート、ヨルダン、イラン、イスラエル、スイス、オマーン、 

                                         筆者作成 

 

 習近平さんや李克強さんが、外遊した時や、海外から訪中した首脳との会談時などで、“一帯一路”と共に必ず提

起・確認するのが、この“伙伴関係”です。中国がいかにこの“伙伴関係”の構築に力を入れているのかがよくわか

ります。世界全域に“伙伴関係”のネットワークを拡げています。 
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 中国にとって、“伙伴関係”が“どれだけの意味があるのか”、中国は、“伙伴関係”で“何をやろうとしてい

るのか”というと、これは私の憶測ですが、今は、中国の地域連携協定や対外発展戦略で、“伙伴関係” を通じて、

“どうこうしよう”というのではなく、将棋に例えて言えば、今後、“ここぞ”という時に打てる手持ちの駒を増や

しているということではないでしょうか。この駒は、歩を金に格上げできるなどほぼ自由に打てるわけですから、中

国にとって、“伙伴関係”は、地域連携協定の締結や対外発展戦略を推進する上で、大きな財産、無形の武器となっ

ていくのではないでしょうか。今日の話の冒頭で、中国は“国際公共財”を世に送り出そうとしているといいましたが、

“伙伴関係”も、その“国際公共財”に入るのではないでしょうか。 

 

 今後、“伙伴関係”をベースにした“一帯一路”FTA が構築される可能性が高いと、私は見ています。“伙伴関係”

は、中国と世界の関係を見る上で、ますます重要になってくることは確実だと思います。 

“一帯一路”戦略の提唱したことで中国は、世界経済という『池』に大きな『一石』を投じたといえると思います。“一

帯一路”戦略におけるインフラ整備や投資の拡大などが、計画通りにいかないかもしれませんが、「一帯一路」戦略は、世

界経済に変化を起こしつつあることは間違いありません。この変化が、今後、世界経済の既存の秩序やルールを再構築す

る上で、大きな意味をもってくるのではと、私は見ております。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

【質疑応答】 

（倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。非常に幅広い、中国を中心としたいろいろな枠組みやパートナーシップの考え方についてお話

いただいた。それでは会場から質問をお受けしたい。一番初めに手を挙げられた方、どうぞ。 

 

（フロア） 

 中国の「伙伴」政策は凄まじいと感じたが、それは覇権主義に繋がらないだろうか。南沙諸島の動きをみていると、

終的にはそういう見方になってしまうのだが、いかがだろうか。 

 

（江原） 

 どういう視点から覇権主義というのかは、難しいと思います。例えば、中国が覇権主義に走っているとしますと、今、

覇権主義をとっている国はほかにはないのでしょうか。今、中国は、世界で大変目立ってきています。そのことが、覇権

主義というのでしたら、少し違うのかなと思います。中国は、そう呼ばれるほど、力をつけてきているということでしょ

う。これにどう付き合ってゆくかが重要だと思います。相撲の世界に例えれば、中国はまだ横綱ではないかもしれません

が、横綱を目指している。そのことを世界に認知してもらいたい。“一帯一路”は、名実伴う横綱を目指すという一つの意

思表示ということではないでしょうか。今、中国が置かれている立場はそんなところでしょうか。“伙伴関係”と覇権主義

とは直接的な関係はないと思います。中国が一方的に押し付けているわけではありませんし、また、当該国も納得して共

同声明しているわけです。中国は、”一帯一路“では、運命共同体を構築するとか、ウインウイン関係を作るのだと力説し

ています。実際そうなるのか、その行方を見ていきたいですね。 

 

（フロア） 

 質問が一つ、コメントが一つある。コメントの方から述べさせていただくと、中国の“一帯一路”の該当国は大体が発

展途上国や BRICS という、これから人口が増えていくような国だ。我々が所属している西洋社会的画一社会とこれから発

展する社会では、これから発展する国の方が数多く、人口も大きくなる。中国が“一帯一路”を進めることによって、実

際の社会の経済ルールが中国を中心とした発展途上国のルールになっていくのではないか、そうなれば現在の欧米日はそ

う遠くない時期に取り残されるのかもしれない、そう感じた。 

 “一帯一路”の次の展開としてアフリカや中南米といったところが繋がると、従来のいろいろな社会経済ルール、技術

基準や認証などが変化し、アフリカ、ヨーロッパ、アジア、中南米といったフレームに結びついていくのではないかと思

う。その辺はいかがだろうか。 

 

（江原） 

 中国とアフリカ、中南米が経済的に結びついてくるのではないかということは、まさにその通りだと思います。中国は

アフリカに対して、今、非常にテコ入れというか、仲良くやろうという姿勢を出しています。「国際産能合作」について、
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60 余カ国程度にアンケートを行ったところ、15 ヶ国がかなり熱心な回答を寄こしたらしく、その 15 ヶ国の中には、アフ

リカ、中南米から大きな関心が示されたとしています。中国はこれからアフリカや中南米に対して、ますます力を入れて

いくでしょうし、欧米とも“一帯一路”や AIIB でガッチリやろうと提案している。 

 中国は発展途上国を自認しており、発展途上国を意識した新しい国際的システム、ルール作りを提案しています。中国

は既存のシステムやルールを発展途上国にも適したものに改善していこうと主張しています。世界の枠組みや力関係は変

化してきています。中米関係や日中関係も変化しています。また、中国は、大国としての責任を果たすともいっています。

“一帯一路”や「国際産能合作」などもその方向にあると思いたいですね。 

 

（フロア） 

 先進国と称するところが、自分達が優秀で、優秀な技術と文化を持っているという。しかし、発展段階においてはいろ

いろな形があり、今、求められているのは成長していく社会や国が発展していくためのベース作りであり、しかしそれが

今までうまくいかずに乖離が起こり、執着した者たちだけが取り残されてしまう、そういった構図が見えてならない。 

 

（江原） 

 これまで、軍事力、経済力というような圧倒的なハードパワーを持った国が結果的に世界に対して発言権を持ち、それ

によって世界は変わってきたと思います。しかし今は、大国にとって、ハードパワーとソフトパワーをどう使い分けるの

かが、世界の新しい秩序形成などで主導権を握る上で重要ではないかと思います。“伙伴関係”の構築など、そんな視点か

らみることもできるでしょう。また、“一帯一路”で、インフラ整備を重点としているところなど、中国は実にうまいな

と思ってしまいます。 “一帯一路”のインフラ整備では、中国企業と当該国企業、そして、参画する外資企業の三方が利

益を得ると中国はいっています。一挙三得というわけです。そのために AIIB などの国際金融機関を中国が中心となって運

営しようとしているわけですから、説得力があります。実際どうなるかはまだわかりませんが、説得力はありますね。こ

の説得力というのも、ソフトパワーの際たるものです。中国が“一帯一路”を提唱したことで、世界経済に変化が起きつ

つあることは確かでしょう。 

 

（フロア） 

 今、アフリカの友人とウィンドウファームの事業をしようとしているが、中国からもウィンドウファームを売りに来て

いるという。ところがアフリカの人達は中国を良く思っておらず、それは何故かというと、中国がアフリカに仕事を持っ

てきて安い値段でやってくれるのは嬉しいが、地元にお金も仕事も全然、落としていかないからだという。労働力まで引

っ張って来て、中国人で足りなければインド人を連れてくるらしい。地元の人達が望んでいることは優秀な技術は勿論だ

が、基礎工事からアフターサービスまで、地元企業にお金を落として、地元企業がそれをやり、雇用を増やすということ

だ。ところが安いものを持ってきて売りっ放し、アフターサービスも無い。これでは喜べないという。 

 もう一点、“一路一帯”で中国の価値観を拡げるのは結構だが、中国は基本的に共産主義国で土地は国有地。私有地とい

うものは認めていない。工場や住宅を作るにしても地元政府から 50 年、70 年期間で貸与を受け、そこに建物を建てるが、

それだけ長い期間借りていれば、子孫など代々受け継ぐ人も生まれるだろう。自由主義経済では相続という発想になるが、

果たして中国にそういった概念はあるのだろうか。こういった問題は“一路一帯”にどう関係するのか。 

 

（江原） 

 アフリカでの話ですが、中国とのビジネスでは現地にお金が落ちず、人も中国から連れてくるので結局、何も残らない

ということをよく聞きます。ところが先日、アフリカでビジネスをしている人から全く逆の話を聞きました。中国の人が

いくら資金を投入してもアフリカの人がなかなか動かず困っているという話でした。どちらのケースが多いのかは、統計

などありませんので、何とも言えません。円錐に例えると、真横から見れば、三角形、上から見れば、円形ですね。同じ

形を見ても、見る方向が違えば、まったく別の形になってしまいますね。中国とアフリカのビジネスにも同じことがいえ

るのではないでしょか。 

 土地の件ですが、相続問題はかなり曖昧な部分が多いのは確かです。土地の所有権は無いが、使用権というものがあり、

それは相続も延長もできるのではないでしょか。土地など不動産には柔軟な対応をとっていると思います。当局は、人民

の財産は守るという姿勢にあります。そうでないと人民の不満がたまり混乱になりかねません。現実、社会、人民のニー

ズを反映させようとしている当局の姿勢は強く感じられます。 

 

【閉会】 

 （JST 倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。時間のため、これで閉会させていただく。                  （了） 


