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三星堆の謎 遺跡からは異様な造形が特徴な⻘銅製の仮⾯や巨
大な人物像が多数出土している。三星堆の遺跡および文物の発
⾒は 3-5千年前の中国の古蜀国の存在と中華文明起源の多元性
を有⼒に証明してくれる。世界４大文明に匹敵する。1



1820年、中国GDPは世界の約30％
1840年、阿片戦争（鴉片戦争）
1868年、明治維新
1894年、日清戦争（甲午戦争）
1914年、第1次世界大戦
1937年、日中戦争（抗日戦争）
1939年、第2次世界大戦
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①中国の盛衰と未来への挑戦

出典：立命館大学周研究室作成

（1949-1979年） （1979-2009年） （2009-2049年）

政治と紅色 経済と茶色 調和と緑色

Political and Red China Economic and Brown China Harmonious and Green China
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○潜在的「内憂」
腐敗問題
格差問題
民族問題
生態破壊
資源制限

○潜在的「外患」
外部紛争
気候変化

＋
経済、社会、
環境、資源、
文化のサステ
ナビリティ

１）農耕文明の限界と産業革命の出遅れ、継承と創新
２）潜在的５大「内憂」と２大「外患」
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３）国際秩序（米国秩序？）の擁護者・挑戦者・被挑戦者
 国際政治体系：国連（ＵＮ）
 国際金融体系：国際通貨基金（ＩＭＦ）、世界銀行、アジア開発銀行等
 国際貿易体系：関税及び貿易一般協定（ＧＡＴＴ）、世界貿易機関（ＷＴＯ）等

４）古代「シルクロード」（成功事例？）からWin-Winの「B&R」へ
 経済政策と外交政策（国際秩序構築への補完型参加）
 「一帯一路 （B&R）」全域の利益と中国の国益の統合・調和（互恵補完）

①中国の盛衰と未来への挑戦

５）韜光養晦 有所作為 中華復興
立命館大学周研究室



 「夢」１：富強、民主、文明、和諧国家の建設

 「夢」２：二つの「100年目標」
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出典：周研究室作成（2010年までの実績は中国統計年鑑2012より）
建党100周年 建国100周年

・改革開放以来30年間：GDPは18倍（2010年価格で換算）、1人当たりGDPは13倍となる。(1980-2010）
・建党１００周年（2021年）：GDPは12兆5820億米ドルで、凡そ米国05年GDPに相当；１人当りGDPは9000米ドル
・建国１００周年（2049年）：GDPは38兆8040億米ドル、世界一の経済規模；１人当りGDPは約30000米ドル

②習近平の「中国夢」と「一帯一路」構想
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東北振興戦略
沿海開放戦略
西部開発戦略
中部開発戦略

★過去の栄光から
陸上と海上シルクロードの復興・
資源・市場・安全・文化・環境

★歴史的教訓から
1820年、中国GDPは世界の約30％
第１次産業革命（1760年代から1830年代）
海洋文明（西洋文明）への開放・接近・融合（国際接軌）

習近平国家主席は2013年9月７日、訪問先のカザ
フスタンで演説し、「シルクロード経済ベルト」と
呼ぶ中央アジア諸国などとの経済協力の構想を明ら
かにした。「人口30億人のシルクロード経済ベルト
の市場規模と潜在力は他に例がない」としたうえで、
具体策として太平洋からバルト海に至る基幹道路の
整備や、人民元と各国通貨の直接交換取引の拡大を
挙げた。天然ガスなどエネルギーの調達先として重
みを増す中央アジアと経済関係を強化する目的。

②習近平の「中国夢」と「一帯一路」構想
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出典：立命館大学周研究室作成



先進地域（アジア太平洋経済圏）先進地域（欧州経済圏）

後進・新興地域
（新シルクロード経済圏）

新シルクロード経済ベルトは、東側にアジア太平洋経済圏、西側に欧州経済圏、世界で
もっとも長く(9000キロ）、もっとも成長の潜在力ある経済ベルトと言われる。
新シルクロード経済ベルトには、豊富な自然資源、鉱物資源、エネルギー資源、土地資
源と観光資源があり、21世紀のエネルギーと資源の戦略的基地といわれる。しかし、こ
の地域は交通不便、自然環境がよくなく、地域内部ならびに両側の先進地域との経済格差
が深刻であり、経済状況は「両側が高く、中間が低い」現象を呈する。
新シルクロード経済ベルトにおいての協力領域：交通、通信、紡績、食品、制約、化学
工業、農産品加工、消費品生産、機械製造等分野における技術、金融投資面での協力、さ
らに農業、砂漠防止、太陽能、環境保護等方面においての協力が求められる。

新シルクロード経済ベルト 文明ベルト
出典：周研究室作成

②習近平の「中国夢」と「一帯一路」構想
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“the Belt and Road Initiative”(B&R)“the Belt and Road Initiative”(B&R)

②習近平の「中国夢」と「一帯一路」構想

グローバル公共財？
非排除性・非競合性？

共商、共建、共享

制度、資金、人材
技術、市場、資源
環境、文化、安全

英ロンドンのKing's Cross駅から、
時速350キロの高速列車に乗って、
英仏海峡トンネルを経て、出発48
時間後に中国の北京に到着する。

古代「シルクロー
ド」の東の終着
点：平城京
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アジアインフラ投資銀行加入国分布情况（2015年 4月 16日 UTC+8 09:00:00）   覚書へ

の署名国   創設メンバー国   一般メンバー申請国   参加検討国   不参加表明国   未表明

国 

「一帯一路」構想とAIIB参加国分布

AIIB：創設メンバー57か国、さらに追加加盟希望30カ国。アメリカ合衆国、日本、カナダな
どは参加していない。 資本金目標1000億ドル、現在その50.1%の資本が集まっている。
「一帯一路」：65か国

AIIB、一帯一路、CCTVなど関係資料より作成

②習近平の「中国夢」と「一帯一路」構想

●大中華帝国の復活ではないか？
●人民元の国際化（ドル基軸体制の補完・挑戦？）

国際協力枠組みとグローバルガバナンスの補完と革新
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③米国の「rebalance」と中国の「太極」

「斬新で、コストが低く、フットプリントの少ないプレゼンス」

尖閣諸島（釣魚島群島）領土問題（●2012年4月16日、石原都知事(当時)はヘリテー

ジ財団主催のシンポジウムで「東京都購入」宣言、9月11日日本政府が「国有化」宣言）、元円ドル（●2012

年6月1日より東京と上海の外国為替市場で日本円と人民元の直接取引が開始）、TPP、・・・

「陽極まれば陰となる」
「陰極まれば陽となる」

「リバランス」 「一帯一路」

出典：立命館大学周研究室作成



 中国国土の18パーセント、
約174万km³(日本の国土
⾯積の４倍）が砂漠と化
しているとされている。

 毎年東京都とほぼ同じ⾯
積の2460k㎡が砂漠化し
ているといわれている。
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Global 
Sustainability

自然

共生

低炭

素化

智慧

安全

循環

経済

④「一帯一路」がサスティナビリティである必要条件

タクラマカン砂漠、ゴビ砂漠

出典：NASA World Wind、中国国家林業局調査報告
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エネルギー・資源供給
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省
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地域低炭素共同体
（都市・農村連携）

都市間低炭素共同体
（国際都市間連携）

東アジア低炭素共同体
（多国間連携）

都市A

都市B

CO2
社会

技術 経済

中国

韓国
日本

互恵

協力 交流

『 東アジア低炭素共同体の構築へ』

⑤エネルギー環境分野の協力

出典：立命館大学周研究室作成



12 『 東アジア低炭素共同体の構築へ』

⑤エネルギー環境分野の協力

出典：EDMC「2014年度版EDMC/エネルギー・経済統計要覧」より周研究室作成



●広域循環経済圏の構築
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グローバルリサイクルシステム概念図（エリア図）

生産

消費

廃棄

リサイクル

究極目標：ゼロエミッション

グローカルリサイクル
中循環

グローバルリサイクル
大循環

ローカルリサイクル
小循環

『日中韓循環経済モデル基地の構築へ』

⑤エネルギー環境分野の協力

出典：立命館大学周研究室作成



北東アジアの平和と協⼒のための共同宣⾔
（平成27年11月1日、韓国）

 28 持続可能な開発を促進しつつ，我々は，健全な循環型社会/循環
経済/3Rの重要性を認識し，この分野での協⼒を期待した。加えて，
我々は，中国における日中韓循環経済モデル基地の発展に関する中国
の努⼒を評価し，このモデル基地が早期に実演モデルの役割を果たす
ことを期待した。我々は，この目的のために意思疎通及び調整を強化
するべきである。

 28 Promoting sustainable development, we recognized the 
significance of the Sound Material Cycle Society/Circular 
Economy/3R, and expected cooperation in this field. In addition, 
we appreciate China’s efforts in the development of the CJK 
circular economy model bases in China, and we expected that 
the model bases could play a demonstration role at an early 
date. We should strengthen communication and coordination 
to this end.

14 『日中韓循環経済モデル基地の構築へ』

⑤エネルギー環境分野の協力

立命館大学周研究室



 計画面積は97.8㎞2 （中国大連庄河市）

 7つの分区：
• 産業区：静脈産業区、動脈産業区、生態循環型農漁業区

• 機能区：循環型サービス機能区、教育研究開発機能区、低炭素循環型モデルタウン

• 港区：保税型専用ポート

低炭素循環型モ
デルタウン

保税型専用ポート動脈産業区

教育研究開発
機能区

循環型サービス
機能区

静脈産業区 循環型農漁業区

『日中韓循環経済モデル基地の構築へ』

⑤エネルギー環境分野の協力
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出典：立命館大学周研究室作成



「文化の多様性に関するUNESCO世界宣⾔」
生物における種の多様性が、自然にとって不可⽋であるのと同様に、文化の多様性
は、その交流・⾰新・創造性の源として、人類にとって不可⽋なものである。
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• The British Council （英国）

• Alliance francaise (法国)

• Goethe Institute(徳国)

• Italian Institute Of Culture(意大利) 

• 日本国際交流基金（日本）

• アメリカセンター

• ・・・・・・

• 孔子学院

先進国先進国

後進国後進国

⑥「一帯一路」における文化多様性と孔子学院の役割

国地区：65、人口：約44億、言語：56一帯一路一帯一路
立命館大学周研究室



発展途上国の言語文化推進機関としての「孔子学院」の特 徴

 先進諸国の先⾏事例を参考しながら設⽴されたものといえるが、以
下のような特徴を持つ。

①設⽴：外国側機関が孔⼦学院本部（北京）に事前に設⽴の申請を⾏わ
ないと設⽴できない（中国側が単独で作られたものではない）
②運営：外国側機関と中国側パートナーとの提携により共同設⽴・共同
運営を前提とする。
③人事：理事⻑・院⻑は外国側機関が担当を決定（中国側と事前協議な
し）、副理事⻑・副院⻑は中国側協⼒機関が担当
④資⾦：基本的には中国側と外国側が半々負担。
⑤教員：外国側協⼒機関が決定
⑥教材：自由選択可
⑦事業：孔⼦学院独⽴で作成
⑧報告：予算と事業状況は孔⼦学院本部（北京）に事前申請と事後報告
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⑥「一帯一路」における文化多様性と孔子学院の役割

出典：立命館大学周研究室作成



 孔⼦学院の特徴と経験：
① 非零和（私の利益は、あなたの損失ではない）

② 非排他（私もあなたもだれでもやってよい）

③ 非独占（私の行動はあなたのことに影響しない）

④ 非競争（あなたの成功は、私の参考)

⑤ 非暴力（お互いに自らの意思で）

⑥ 双方合作（あなたが申請しなければ、作ることができない）

⑦ 互惠多鳥（私に利益があればあなたに利益がある）

⑧ 発展途上国模式（先進国模式と異なる）

 「⼀帯⼀路」65か国（地区）、131個孔⼦学院

 提案：孔⼦学院の経験を参考に、「⼀帯⼀路」沿線国家地域が各自
で文化⾔語普及推進機構を創設。AIIBが支援する。
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⑥「一帯一路」における文化多様性と孔子学院の役割

出典：立命館大学周研究室作成

「一帯一路」沿線孔子学院分布
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「道」（Tao）とは、人や物が通るべきところであり、宇宙自然の普遍的法則や根

元的実在、道徳的な規範、美や真実の根元などを広く意味する言葉。
老子によれば、礼や義などを超越した真理とされる。天地一切を包含する宇宙自然、万物の終始
に関わる道を天道といい、人間世界に関わる道を人道という。
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「王道」「徳によって本当の仁政を行う者」、「小国であっても人民や他国はその徳を慕っ

て心服するようになる」 ー孟子

「一帯一路」は「道」也。


