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日 時：2016 年 2 月 22 日（月）13：30～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【開催趣旨】 
  習近平国家主席が打ち出した「一帯一路」は、陸と海からアジアとヨーロッパをつなぐ壮大な構想で、

関係する国・地域は 64 に上るといわれる。「一帯一路」構想は、経済的な利益だけでなく、中国主導の国

際秩序の形成を目指すプランであるとも言われる。 

  また「一帯一路」構想を実現するため、アジアインフラ投資銀行(AIIB)、シルクロード基金、BRICS 銀行

など、巨大な財政資金を用意したことも大きな特徴となっている。 

  さらに 2016 年から始まる「第 13 次 5 カ年計画」、「中国制造 2025」「インターネット・プラス」など、

次世代の成長を見据えたプランを次々と打ち出している。 

  本シンポジウムでは第一線の専門家により、「一帯一路」構想の狙い、実現可能性、国際秩序に与える

影響、リスクなどについて、分析・議論するとともに、中国の今後の発展戦略を探る。また日本のとるべ

き進路についても考える。 

 

 

【プログラム】 

（１）基調講演 
① 高原 明生 東京大学大学院法学政治学研究科教授 ／「中国政治と一帯一路構想」 

② 山本 吉宣 新潟県立大学大学院国際地域学研究科教授 ／ 「一帯一路構想とアジアの国際秩序」 

（２）パネルディスカッション「一帯一路構想とアジアの国際秩序」 
モデレータ： 瀬口 清之 キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 

パネリスト： 周 瑋生  立命館大学政策科学部教授 

渡辺 紫乃 上智大学総合グローバル学部准教授 
津上 俊哉 津上工作室代表 
李 瑞雪  法政大学経営学部／大学院経営学研究科教授 
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【開会挨拶】 

（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日中シンポジ

ウムを開催する。 
先ずは主催者の挨拶に替えて、当センターの紹介を

させていただく。科学技術振興機構の中にある中国総

合研究交流センターでは、中国の科学技術や教育関連

の調査研究を主に行っている。2006 年にスタートし、

丁度、今年で 10 年になる。“Science Portal China”と

いう日本文によるポータルサイトと“客観日本”とい

う中文のサイトがあり、中国の科学技術や日本の現状

など日中双方の情報を両方の言語で発信している。ま

た、“交流センター”という名の通り、交流事業も職務

に含まれ、“日中大学フェア＆フォーラム”－日中の大

学同士のマッチング、あるいは日本の大学と中国企業、

中国の大学と日本企業というような企業とのクロスマ

ッチングや産学連携、また留学等を目的とした大学間

交流事業などを行っている。 
その他にも中国に関するデータベースを公開してい

る。中国語で書かれた雑誌は大体 9,000～10,000 ある

と言われるが、その内 770 件程の重要な雑誌から抄録

を日本語訳して掲載し、無料で使えるシステムを提供

している。年間 10 万件程の記事をアップしている。 
平成 26 年からは“さくらサイエンスプラン”という

交流事業を開始している。これは中国だけでなく、ア

ジア各国から優秀な青少年を招へいし、日本の先端的

科学技術に触れてもらおうというものだ。 
今日のような日中シンポジウムは年に１～2 回開催

しているが、その他にも月例研究会と不定期開催の中

国研究サロンがあり、専門家の皆さまに中国研究の幅

広い成果をご披露いただいている。 
科学技術分野における中国の発展は著しい。ここで

も科学技術関連予算や研究者数などといった統計調査

の結果を紹介しているが、世界の論文数において、科

学技術分野では中国は米国に次ぎ第 2 位、特にエンジ

ニアリング－工学部門では米国を抜いてナンバーワン

になっている。科学技術予算では日本の 2 倍以上、研

究者数も 2 倍以上と目覚ましい発展ぶりだ。 
2016 年からは第 13 次五か年計画が始まる。さらに

“一帯一路 シルクロード構想”だけでなく、“中国製

造 2025”や“インターネットプラス”など、次世代の

イノベーションに向けた政策が次々と走っている。今

日は「現代のシルクロード構想と中国の発展戦略」を

テーマとしてシンポジウムを組んだが、この“一帯一

路”構想、陸のシルクロードと海のシルクロードには

アジアインフラ投資銀行（AIIB）等、様々な問題が付

随していると思う。今や中国研究の成果は研究者の方

のみならず、ビジネスや政策立案をされる方々にとっ

ても貴重かつ重要な位置を占めている。本日は第一線

の専門家の皆さまにお集まりいただいた。実りある議

論をご期待いただきたい。 

 それでは早速、基調講演に入る。トップバッターと

して東京大学の高原明生先生に「中国政治と一帯一路

構想」と題してお話いただく。 

【講演録：基調講演】 

 

① 「中国政治と一帯一路構想」  

高原明生（東京大学大学院法学政治学研究科教授） 

1981 年東京大学法学部卒、英国サ

セックス大学にて博士号取得。立教

大学教授等を経て 2005 年より現職。

在中国日本大使館専門調査員、英国

開発問題研究所理事、ハーバード大

学訪問学者、ア ジア政経学会理事

長、新日中友好 21 世紀委員会委員

（日本側秘書長）、北京大学訪問学 
者、メルカトール中国研究所上級訪問学者などを歴任。東

京財団上席研究員、日本国際問題研究所客員研究員、日 本
国際フォーラム上席研究員などを兼任。 

--------------------------------------------------- 

 

皆さんこんにちは。 

先週、2泊3日で北京に行ってきたばかりだ。 近は

北京に行くと言うと、PM2.5は大丈夫かと心配されるが、

幸いなことに訪中前日の夜に神風が吹いたらしく、北

京の空を遥か先まで見渡すことができた。前の晩に風

が吹いたとは知らなかったので、 初はこの空が経済

減速の影響なのか、構造改革で過剰設備の廃棄が進ん

だ結果なのかと考えていた。しかし、帰国日の午後に

は空気がどんどん悪くなり、やはりPM2.5の影響は易々

とは無くならないようである。 

 

さて、今日は「中国政治と一帯一路構想」と題して

40分程度お話しさせてもらう。 初は中国政治につい

てだが、先にお断りしておくと、私の話はやや総花的

な話になるかもしれない。この後、山本先生はじめパ

ネリストの先生方に、私が触れる大きな問題について

突っ込んだ深いお話をいただけると思うので、そうい

った話の前提、基礎としてご容赦いただければと思う。 

 

ご存知の通り、習近平氏をトップとする今の政権は

「紅二代」政権と言われている。いわゆる革命世代の

第二世代で、彼らはある種の強いオーナーシップ意識

を持ち、今の共産党体制を立て直さなければならない

という強い危機感と使命感、責任感を持ちながら、非

常に大胆な政治を行っている。その も中心的課題は

一党支配体制の強化だといっていいだろう。具体的に

は反腐敗運動を強力に進め、あるいは新しい制度や組

織を作り、習近平氏自らが多くの組織の長として立つ

ことで権力の一極集中を進めている。こういった反腐

敗運動が徹底的に行われようとしているということは

一面ではたいへんに結構だが、他方では官僚の委縮を

招き、官僚の方は内心、やめてほしいと思っている。

何か仕事をすると批判の対象になってしまうので、と
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にかくじっと静かにしているが、それが経済に良くな

い影響を与えている。そしてそれを皆が分かっており、

反腐敗運動が早く終わらないかと待っている状況なの

だろう。 

もう一点、政治で特筆すべきことはナショナリズム

の喚起だ。習近平氏は「中華民族の偉大な復興を実現

する中国の夢」という言い方をしている。今の党内に

は様々な意見対立があり、また党内や国内、社会がバ

ラバラになるという危険性があり、その状況の中で何

とか国をまとめるための大きな課題の必要性が、今、

特に強く感じられている。そこでナショナリズムが全

面に打ち出され、活用されている。これが今の中国政

治の概況ではないだろうか。 

 

経済の方はどうだろう。政治にとっても社会にとっ

ても経済問題は非常に重要だが、成長の減速の深刻化

を多くの中国人が感じており、一部で言われているほ

どではないかもしれないが、閉塞感が人々の間に広ま

っているようだ。しかし、人によっては楽観視だった

り悲観視だったりと見方が異なる。その違いはどこか

らくるかというと、やはりその人が普段、日常的に接

する情報や状況、地域やセクターによるようだ。1月に

4週間程ベルリンを訪問したが、ドイツでも状況は同じ

で、中国の行く先を心配している人もいれば、既に中

国市場に深く入り込んで儲かっている大きな企業もた

くさんあり、そういうところで働いている人達は楽観

的だ。考えてみると日本もそうで、東京にいる限りは

東京は発展していて問題ないと思うが、地域経済は大

変だ。地域や分野によって好調、不調が大きく分かれ

るのだ。それこそが今の中国経済の状況ではないかと

感じている。 

いずれにせよ、改革しないとジリ貧だという認識が

多くの人に共有されている。 

3年前の中央委員会総会で打ち出された改革プラン

があるが、私のような政治学者からは少し足りないと

ころがあるように見えた。今の体制や制度の本質的な

問題に切り込んでいないのではないか、あるいは切り

込みが足りないのではないかという印象を持ったから

だ。その本丸は何かというと、一つは国有企業の寡占

体制の問題であり、もう一つは分配制度の問題だ。温

家宝前総理はこの問題を頻繁に取り上げ、国有企業の

寡占体制や分配問題を何とかしなければいけない、し

かしそれをやるためには3番目の改革である政治改革

をしないといけないと繰り返し語っていた。しかしこ

れら3つの問題について、習近平体制は本格的なアプロ

ーチをしていないように思う。難しいから後回しなの

だろう。簡単なところから始めるというのは理解でき

ない話ではないが、本気でやるつもりがあるのだろう

かという印象を持ってしまう。 

 

構造改革をきちんとやろうというのが今の考え方の

主流で、過剰設備を整理して新しい産業に資源を回す

という大きな課題があるが、当然ながら既得権益層が

強く抵抗している。習近平氏が自分に権力を集中させ

て揺るぎない権威と権力を持つようになったという印

象はあるかもしれないが、実はやはり地方は言うこと

を聞かず、習近平の権威は末端まで届いていない。地

方に対して右向け右と言えば右を向かせられるかと言

うと決してそのようなことはない。皆、反腐敗は怖い

ので服従するそぶりはするが、実際は必ずしも習氏の

思う通りにいっていないのだ。 

そういった観点から、今、微妙な問題になっている

のが中国語で言うところの“核心”だ。「習近平同志

をもって核心とする党中央」という言い方を皆にさせ

たいと習氏が仄めかしたという話がある。胡錦濤氏は

“核心”（日本語訳すると“中核”）とは呼んでもら

えなかった。6.4天安門事件の後、鄧小平氏は中央指導

部に “中核”がいなければならないとして、次の世代

の“中核”は江沢民だから、皆、江沢民の言うことを

聞くのだ、団結して事に当たれと指示した。そこで江

沢民は“中核”と呼ばれたが、鄧小平亡き後、江沢民

は胡錦濤にその称号を譲らないまま有耶無耶になって

しまった。習近平はそれをはっきりさせたいが、しか

し、多くの指導者達は習の言う通りにせず、地方指導

者達においては3分の2程度の態度表明に留まり、中央

の指導者達にいたっては、習を“中核”と呼ばない。

この辺りがせめぎ合いで、来年の党大会に向けてどう

いう人事配置が行われるか、これから熾烈な権力闘争

が広げられるのだろうが、まさに厳しい綱引きが行わ

れている状況だろうと思う。 

 

一方、社会の方はどうかというと、経済の減速とと

もに社会矛盾が増大していくことは避けられない。高

度成長の下にあったとしても社会矛盾の増大は有り得

るが、早過ぎる成長においては矛盾がさらに募るとい

うことを私達自身も経験している。今の中国の場合、

それらの中で大きな問題と思われているのはネポティ

ズム（縁故主義）、つまりコネ社会だ。以前から中国

はコネ社会だったが、それがもっと酷い状態になって

いて、社会階層の固定化が多くの中国人の悩みの種に

なっている。 

 

もう一つ、客観的事実として、経済の減速とともに

労使紛争が激化しているということがある。示したグ

ラフは香港の労働団体が集めた統計によるもので、中

国大陸で起きたストと労働者の抗議活動の件数を表し

ている。中国はカレンダーイヤーとフィスカルイヤー

が同じなので年末が年度末にあたり、この時期に件数

が増えるのは理解できるが、一昨年2014年に1,379件だ

ったものが、去年は2,774件に倍増している。ここが重

要なポイントだ。中国社会科学院の社会科学研究所は

2014年末の段階で、社会矛盾と労使紛争の激化に対し

て警告を発していたが、2015年も労使紛争が非常に増

え、今年に入っても多く起きている。 

 

PM2.5等の環境汚染の深刻化もあり、移民熱は相変わ

らず高い。そういう手段を持つ人は外へ出ていく。資

本家だけでない。インテリ層も子供が小さい時から海
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外に出して勉強させるということをするが、これに大

気汚染が一役買っているというわけだ。  

 

もう一つ、重要だと思われるのが思想や考え方の多

様化だ。中国社会は今、もの凄い勢いで変化していて、

中国人も速いスピードで変わってきている。ところが

変わっていく社会に政治が追いついていない。それが

非常に大きな問題として、多くの中国人の認識すると

ころになっている。 

一つ例を挙げると、昨日までの（北京）滞在期間中、

中国の友人達との間で大きな話題になっていたのは、

先週の金曜日（2月19日）に習近平氏が人民日報、新華

社、中央テレビの3箇所を訪ね、その後で新聞工作者座

談会を開き、党の言うことを聞け、共産党に平仄を合

わせ、党の指示に沿って報道しろという指示を出した

ということだ。勿論、習氏にとって、それは当たり前

のことだろう。中国は共産党が一党支配体制で領導す

る国家、社会であり、メディアは党の下に置かれてお

り、党の言う通りに報道しないと困る。そこのところ

を今回、ハッキリ言った結果、社会から強い反発を招

いてしまった。旧正月前の大みそかに中国版紅白歌合

戦が放送されるが、その番組内容に対する批判も強か

った。政治スローガンが多すぎてつまらない、我々は

北朝鮮ではないぞ、もう言うなという批判だ。つまり、

今の指導体制のアナクロニズム（時代錯誤）に対する

反発、時代の変化が実際に起きているということで、

それに対して共産党、特に今の政権がどうも上手く対

応できていないという状況が表れているように思う。 

 

そういった状況が中国の対外関係、対外政策にどう

反映されてくるのか、私たちは関心を持つべきだろう。

そこで習近平政権下の外交、安全保障政策というテー

マとなる。 

習政権では「新型大国関係」という概念を使って対

米関係を改善したいという意向があったが、2014年の

途中あたりから「一帯一路」構想の方に外交の重点が

移っている。「新型大国関係」は中国側が言い出した

もので、ポイントは3つだと説明されていた。 初のポ

イントは米国と衝突せず対抗せずということ。2番目は

相互尊重の精神で関係を運営しようということ。3番目

は互いに協力し合い、WinWinでいこうということだ。

オバマ政権も初めはこれは良いとし、「新型大国関係」

という言葉を米国側で使っていたこともあるが、相互

尊重の原則の中に中核的利益の尊重が含まれていて、

どうもこれは宜しくないと気が付く。当初、米国は中

国の中核的（“核心”的）利益について、台湾やチベ

ット、新疆ウィグル自治区の主権のことを指している

のだろうとみていたが、南シナ海が中核的利益とされ、

外交部のスポークスウーマンは尖閣諸島も中核的利益

だと発言した。米国もそれは飲めない。特に南シナ海

やサイバーを巡る摩擦が激しくなり、「新型大国関係」

はうまくいかなくなってしまった。今、米中関係は厳

しい状況にある。私は2014年の10月から去年の3月まで

北京大学に訪問学者として滞在していたが、APECのあ

った2014年11月頃から中国のインテリたちは「新型大

国関係」はうまくいかないと諦め始めていた。しかし

今さら看板は下ろせない。そこでどうするか。「新型

大国関係」という旗は振りつつ、重点を西へ移し、「一

帯一路」を外交の 重点としたのだ。2015年は「一帯

一路」構想を進めることが中国外交の 優先事項にな

った。中国の外交政策決定サークルの中には、単純化

して言えば“アメリカ第一グループ”と“ユーラシア

第一グループ”の2つがあるが、主導権が前者から後者

へ移ったという見方が出来るかもしれない。  

 

安全保障政策においては今、人民解放軍の組織を大

幅に改編しようというたいへんな改革が始まったとこ

ろだ。習氏は、人民解放軍は本当に戦って勝てるのか

ということを問題にしている。腐敗しきった軍隊では

勝てないし、これまでのように内戦から引き継いだ軍

事編成を維持しているような軍隊では戦争に勝てない

ということで、大きな改革を始めた。そこに絡むのは

軍権の掌握という目的だ。自分のリーダーシップの下、

言うことを聞く軍隊に変えるということではないだろ

うか。問題は軍だけにあるのではないだろうが、2014

年の春から夏にかけて大きな石油掘削リグを争いのあ

る南シナ海の海域に持っていき、石油の試掘を始め、

ベトナムが猛烈な抗議をして反中デモでは死人が出た。

近では人工島の建設をしたり、尖閣の周りへの巡視

船の派遣を続けたり、アクション第一、とにかく行動

して既成事実を作ろうとする勢力もある。これは外交

決定サークルというより、石油部門や沿岸警備隊に相

当する部門を含めた対外政策に関わるアクターたちの

中に、アクションファーストグループとでも言うべき

人々がいるということだろう。中国は力が付いたのだ

から、既成事実さえ作ってしまえば相手はそれを容認

するしかないという、ある種、傲慢な考え方が一部に

あるということだ。 

 

さて、そもそも「一帯一路」とはどういうものか。

2015年3月に「一帯一路のビジョンと行動」として翻訳

された文書が出ている。これによると「一帯」という

のはシルクロード経済ベルトのことで、ユーラシア大

陸の東の端の中国と西の端のヨーロッパを繋ぐ経済ベ

ルトを作るということ。「一路」は21世紀海上シルク

ロードのことで、南シナ海からマラッカ海峡を通り中

東、アフリカへと延びる地理的範囲を想定している。

東アジアの経済圏とヨーロッパ経済圏を繋ぐコネクテ

ィビティが大事らしいが、そこを繋ぐ中間の（中国語

で出している文書の日本語訳で表現するところの）“奥

地国家”を発展させるとしている。 

 

「一帯一路」には色々なプログラムや考え方が詰め

込まれているが、これを起草した役所が3つあるという

ことに注目してほしい。一つは昔の計画委員会の流れ

を汲んだ発展改革委員会、開発投資を司る役所だ。外

交部も当然ながら絡んでいる。もう一つは商務部だ。

これら3つの役所が自分達のアイデアを持ち寄り詰め
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込んだ文書となっている。 

文書によると、主要な内容は次の5つ。第1のポイン

トは“政策協調”、つまり中国とワンベルト・ワンロ

ード沿いの国々が政策協調を行い、お互いの開発計画

をすり合わせ、共同発展していくということ。2番目は

“施設の連結”で、コネクティビティのベースであり、

具体的には高速鉄道や高速道路、港のファシリティを

建設し、ヨーロッパとアジアを物理的に繋ぐという話。

3番目は“貿易円滑化”のための制度的すり合わせ、あ

るいは共同で新たな制度構築を行い、貿易を活発化さ

せるというもの。4番目は“資金融通”。実際、プロジ

ェクトを実現させるための資金をどうするかというこ

とで、人民銀行が司るシルクロード基金と財政部が担

当するAIIBなど、諸々の構想が説明されている。そし

て 後に“人々の相互理解”が大事だとしている。中

国のことをよく理解してほしいという気持ちがあるの

かもしれないが、文化外交を強力に展開し、中国と周

辺国民との関係を改善していきたいとある。ここは外

交部が書いたところかもしれない。そして、中国内外

で「一帯一路」フィーバーが起きていく。 

 

「一帯一路」を動かす幾つかのポイントを挙げてい

こう。 

先ずは国際戦略の観点だ。ここに「西漸論」とある

が、「新型大国関係」もうまくいかず、海洋進出を東

に向けると日本やベトナム、フィリピンとぶつかって

しまう。そこで、国力の発展方向は西の方が良いので

はないか、中国は20世紀末から「西部大開発」に取り

組んでいるが、西に行った方が軋轢は少なそうだとい

う議論がある。中国の意図も時によって変わるのかも

しれない。要因はいろいろあるだろうが、国力が伸び

ることで考え方も変わってくる。あるいは状況的要因

で考えを変えることもあるだろう。元々、「一帯一路」

を言い出した時の元気の良さはどこから来たかという

と、米国を中心とした既存の国際秩序に対して新しい

秩序を自分達が作りたいという戦略的発想が強かった

のではないかと思う。 

2番目の強い動因は経済だろう。これはよく言われて

いることだし中国自身も認めていることだが、経済の

減速や経済の構造調整という国内的経済ニーズの下、

過剰生産と過剰建設能力の問題が突出してきた。これ

をどう解消するかとした時に海外進出により解決しよ

うというわけだ。 

3番目が政治だ。「一帯一路」が習近平氏の旗印の一

つになり、いわばペットプロジェクト化しているとい

う事情がある。予算を取る際にも「一帯一路」と書け

ば取りやすい。逆に言うと、「一帯一路」でなければ

難しいという状況があり、何でもかんでも「一帯一路」

に絡めようとしたプロジェクトプロポーザルが書かれ

る。「一帯一路」関連のシンクタンクもたくさん出来

過ぎて、いつまで維持できるシンクタンクなのだろう

かと心配されている。ということで関与の利益、関与

しないことの不利益が考慮され、国内ではフィーバー

が続いている面があるが、実は皆、内心、やや冷めて

きているのが現実かもしれない。 

 

“「一帯一路」への期待と懸念”と題したが、チャ

イナ・マネーが来るだろうとする海外の期待も大きい。

早速、やりたい事のリストを北京に送っている国もあ

るらしい。発展途上国だけでなく、ヨーロッパでも期

待が膨らんだ状態にあり、特に「16プラス1」と言われ

る、中・東欧と中国の枠組みが注目されている。しか

し、海外に懸念が無いわけではない。既存の国際秩序

を切り盛りしていた側にとっては、こういったイニシ

アティブを通して中国の影響力が拡大することに対す

る懸念がある。特に、AIIBに対する態度から、米国が

それを強く感じていることが分かる。 

もう一つはAIIBを中心に議論されてきたことだが、

この構想を実施するために新しく作られる組織、ある

いは一つ一つのプロジェクトについて、ガバナンスが

きちんと行われるのかどうかという懸念がある。日本

側としてはこちらの懸念の方が大きいのではないだろ

うか。私自身、日本は 初からAIIBに入った方が良か

ったのではないか、英国が果たしたような役割を日本

ができたら良かったのではないかと思っているのだが、

慎重になる人々の道理も分からないわけではない。 

 

中国国内でも期待と懸念の両方がある。期待する側

としては、とにかく「一帯一路」を通して需要が拡大

し、過剰設備が使われるようになればいい、あるいは

この構想に習近平氏は非常に熱心だから、これに絡む

ことで自分の組織の予算を増やせたらいいという期待

がある。一方で、去年の半ばくらいから膨らんでいる

懸念にプロジェクトの採算性の問題がある。本当にリ

ターンがくるのだろうかという疑問を内心、抱くよう

になってきた。 

中国自身も慎重だ。パキスタンに460億ドルの支援を

すると発表したが、具体的なことはまだこれからだと

いう話だし、何年も前にロシアとの間でシベリア開発

の大きなプログラムに合意しているが、全然実行され

ないとしてロシア側から文句が出ている。中国として

は儲かる事だけやろうと慎重になっているからだろう。

経済の減速が深刻化するほど、そういう問題にセンシ

ティブになるのは当然だ。また、「一帯」において中

国が中央アジアと東ヨーロッパの方向に入っていくと、

ロシアとの間で軋轢が起こるのではないかという懸念

もある。去年、36年ぶりにモスクワを訪問したが、多

くの中国人がそうした懸念を持つ一方、ロシアでは楽

観的な人の方が多いように思えた。ロシアは政治的に

も経済的にもかなり厳しい状況が続いていて、中国に

対する期待が大きく膨らんでいる。プーチンは中国批

判をロシアのメディアには載せさせない。少なくとも

私が行った頃はそうだったが、聞くところによると、

どうも 近はロシアでも中国に対するフラストレーシ

ョンが出始めているようだ。いずれにせよ、中国の側

ではロシアとうまくやらないと軋轢が大きくなるとい

うことを分かっている。 
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後に、「一帯一路」の今後として私の大胆な予想

を申し上げると、「一帯一路」の概念そのものはあと

数年で衰退するのではないかという印象がある。勿論、

この推測は間違っているかもしれない。大体、中国の

ことを予測すると間違いがちになるので逆を信じても

らった方がいいかもしれないが、現時点の予測として

お許し願えるなら、今の勢いが続くことはやはり難し

いのではないか。「一帯」にはならず、これまで通り、

儲かることだけをやっていくのではないだろうか。中

国は慎重に進めていくと思う。「西部大開発」の概念

も死んではいないが、皆、あまり語らなくなった。そ

れと同じような感じで、今のフィーバーは収まってい

き、もっと現実的、プラグマティックに、儲かること

はやり、儲からないことはやらないということになる

のではないかという印象を持っている。英語で講演す

る時は“ワンベルト”ではなく “ワンバックル”くら

いになるかもしれないと言っている。 

中国の人はいま、東欧が一つの投資先として良いの

ではないかと思っているようだ。中央アジアに高速鉄

道を作っても採算性は合わない、それよりは東欧の方

がすでにベースのインフラがしっかりしているし人材

もある。もっとリライアブルではないかと。昔、ユー

ラシア大陸をまたがるランドブリッジ構想でフィーバ

ーになった時期があった。覚えてらっしゃるだろうか、

1990年代、新疆とカザフスタンの間の鉄道ルートが再

開され、特に新疆では期待が大きく膨らんだが、実際

はどうにもならなかった。紙に書かれた大きな構想や

言葉に踊らされることなく、「一帯一路」について現

実的に判断していくことが重要だ。 

しかしそういった構想が全く無駄かというとそうで

はない。特に私が注目しているのはAIIBだ。この国際

金融機関の準備とその運営を通して、中国側はもう既

に相当学んでいるはずだ。初めは秩序だの米国に対す

るチャレンジだのという意気込みで始めた人もいるか

もしれないが、実際に動かす段になると、国際ルール

に則ってやらないとどうにもならないことが分かって

くる。やはり日本にも入ってほしいということになっ

たし、IMFや世銀などで高位にいた人達を引き抜いて

AIIBに入れ、ガバナンスの強化に努めている。そうい

うことをしなければ、国際金融の世界では格付けが下

がり資金調達のコストが高くなる。国際ルールを尊重

することが中国の利益に繋がるということが次第に分

かってきたのだろう。国際ルールを変えたければルー

ルに則って変えるべきだという、健全な、法の支配を

重視するような考え方や認識が、こうした事業を通し

て広まることを私も望んでいる。 

 

今後、中国が変わっていくのかどうか。ここが議論の

分かれるところだろう。以前は中国が経済発展すれば

政治もやがては変わっていくと思われていたが、 近

では、やはりそれは起きないのではないかという議論

が強くなっている。しかし、私は、中国も変わらざる

を得ない、いずれは変わるだろうと信じている。それ

は中国人自身が変わってきたからだ。中国の社会がど

んどん変わってきている。あまり学術的な言い方では

ないが、政治と社会、あるいは人とのズレがどんどん

大きくなる状況がいつまでも続くとは思えない。実際

に中国の、特に若者と話していると、我々の感覚や言

葉、発想と同じ人が増えていると感じる。勿論、中国

は広いので、矛盾することが同時に起きる。2012 年の

尖閣諸島を巡る争いから、猛烈な反日精神を持つ頭の

堅いナショナリスティックな若者も存在する。しかし

他方において国際主義者も増えている。ベルリンの研

究所にも、客観的に自分の国の良いところと悪いとこ

ろを見ることのできる国際主義的な愛国者がいた。そ

ういった人達が中国に着実に増えることを期待してい

ると申し上げて、この話をしめさせていただきたいと

思う。ご清聴ありがとうございました。 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 ありがとうございました。概念そのものが衰退する可

能性があるという興味深いお話だった。それでは次に

新潟県立大学の山本先生にご登壇いただく。高原先生

からは中国の国内事情や国内政治の視点に立ったお話

をいただいたが、山本先生には外側の視野から、特に

アジアの国際秩序といった観点から「一帯一路」構想

についてお話をいただく。 

 

② 「一帯一路構想とアジアの国際秩序」  

山本吉宣（新潟県立大学大学院国際地域学研究科

教授） 

1943 年横浜市生まれ。1966 年東京

大学教養学部（国際関係論）卒業。

1968 年、同修士課程修了。1974 年

米国ミシガン大学政治学部博士課

程修了（Ph.D. 政治学）。1 975 年

～89 年埼玉大学教養学部（専任講

師、助教授、教授）、89 年～2004
年東京大学教養学部教授、2004 年 

～2011 年青山学院大学国際政治経済学部教授、2011 年～

現在 政策研究大学院大学客員教授、2013 年～現在 新潟

県立大学教授。東京大学名誉教授、青山学院大学名誉教授、

PHP 総研・研究顧問 

--------------------------------------------------- 

 

 ご紹介ありがとうございます。 
私は国際政治や安全保障が専門で中国については全

くの素人だ。私が初めて中国に行ったのは 1990 年代の

半ば、上海の復旦大学に招へいされた時だが、その時

のテーマはランドブリッジだった。中央アジアの方に

鉄道や道路でも敷くのだろうかと驚いたが、聞いてみ

ると香港の大財閥が支援して研究会を開いているとい

う。このような大構想で果たして採算が取れ、需要を

喚起できるのだろうかと思った記憶がある。皆さんご

承知の通り、冷戦が終わり、中央アジアはソ連のくび

きから放たれたが、その時の一つの政策がシルクロー

ドだ。李鵬さんや江沢民さんが相次いで中央アジアを
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訪れていた。その余波で私が招かれた会議も開かれた

のだろうと思う。それから何年もたち、同じシルクロ

ードという政策が出てきたということにある種の感慨

深さを覚える。 
 
今日は初めに「一帯一路」と中国の台頭について私

の基本的な視角を述べさせていただきたい。次に「一

帯一路」とは何かについて。3 番目に“３つのジオ”－

Geopolitics（地政学）、Geoeconomics（地経学）、

Geohistory（地歴学）の議論。そして、「一帯一路」を

見ていくにあたって見えてくる様々なタイプの政治、

例えばばらまきの政治や配分（とりあい）の政治、あ

るいはルール作りの政治など、より具体的な話をした

い。そして国際秩序をめぐる相互作用、特に米中を巡

る相互作用についてお話し、 後に私自身が将来をど

う考えているか述べさせていただこうと思う。 
 
先ずは基本的な視角だ。台頭する中国と国際秩序と

いう問題を設定した場合、4 つ程度のシナリオあるいは

考え方があるのではないだろうか。 
一つは、昨年 9 月、習近平氏が訪米した際、習氏は

「アメリカと中国は“ツキジデスの罠”に陥らない」

と発言したようだが、既存の覇権国とそれを追走する

国が競ってくると、必然的に紛争が起きるという。ツ

キジデスは“ペロポネソス戦争史”において、大国で

あるスパルタとそれに対抗するアテネが何故、戦争す

るまでに至ったかについて述べていて、それを“ツキ

ジデスの罠”と呼ぶが、中国はどうもそのことを深刻

に捉えているようだ。中国が台頭してきたことで、一

方では戦争になると懸念され、他方では力の交代があ

るとしても、中国と米国は平和的に共存し、中国の台

頭は、平和的に為されるという平和台頭論がある。こ

の視点は、いわば、戦争か平和かという観点からのシ

ナリオである。 
 

 二つには、アメリカの政治学者スティーブン・ウェ

バーたちが論じるところの“The world without the 
west”（西側[特に米国]を除いた世界）であり、それは、

開発途上国は先進国と独立して経済発展できるという

議論にもとづいたものである。新興国同士が協力し合

い経済を深化させることで、先進国とは別の、機能的

な、併行的なシステムを作っていくことができるとい

うものだ。 
3 番目は対立する、あるいは自律的な二つの陣営－米

国を中心とするグループと中国を中心とする地理的に

分けられたグループ―が出来ていくというシナリオ。

習近平氏が「アジアの安全保障はアジアで」と言った

のは 2 年程前だったろうか。安全保障において中国が

アジアで一つの自律的な地域を作り、米国は米国でつ

くればよいというもので、これは安全保障だけでなく

AIIB ように経済でも適用できるかもしれない。 
 
しかし、これら 3 つのシナリオは現実をみていく時

にあまり合わないのではないかと思う。米国は米国で

体制を持ち、中国は中国でそれなりの体系を持ってい

る。これら 2 つが非常に強い相互浸透の中で互いに学

習し、ある意味で妥協しつつシステムを作っていくと

いう形になるのではないか。それが“相互浸透システ

ム”だ。これが、私の考える第 4 のシナリオである。 
 
さて、私は中国の「一帯一路」を語るとき“空飛ぶ

円盤”と表現している。よく分からないからだ。今も

分からないし、将来のこともよく分からない。どこに

落ちるかも分からない。「一帯一路」を語る際によく出

てくる言葉に“マーシャル・プラン”がある（これは、

後に触れる）。「一帯一路」と比較できるかどうか分か

らないが、1947 年 6 月にアメリカのマーシャル国務長

官が大量の援助をヨーロッパにすると宣言した。それ

は、単に共産主義に対抗するだけではなく、その背後

には米国の余剰生産もそれで掃けるとの考えも存在し

ていたといわれる。一月後、「[マーシャルプランは]、
誰もどのようなものになるかわからない、どのくらい

大きくなるのかも分からない、どちらに動いていくの

か分からない、本当にそれが存在するのか分からない」

という国務省の官僚のメモが出たといわれる。これを

「一帯一路」に置き換えた時、それほど的外れではな

いかもしれない。 
 
「一帯一路」がどこへ行くのか分からないことの一

つの例は、その地理的な範囲である。例えば「一帯一

路」に関して新華社などからいろいろな地図が出てい

るが、中国政府からの正式な地図は出ていないと思う。

一帯は、陸路であり、西安からでて、中央アジア、ロ

シア、ヨーロッパへ行くが、さまざまな枝があり、東

南アジアへ行くもの、中東に行くものなど複雑である。

海の方が一路。中国の沿海から出て、インド洋からア

フリカに寄り、ギリシャ、そしてヨーロッパへ行く。

また、地図の中には、南太平洋が入っているものもあ

る。先ほど、高原先生のお話に出た「ビジョンと行動」

に、明示的に南太平洋が含まれているからである。い

ろいろな地図を見ても曖昧なところがあり、「一帯一路」

がどうなるのか、なかなか分からない。ユネスコのシ

ルクロードの地図を見ると、ヨーロッパではベニスで

止まっている。日本の方にいく東海路もあるが、それ

は「一帯一路」には、入っていない。ユネスコの地図

では、南の方はルソンを通りメキシコのアカプルコの

方まで行くというのが大きなシルクロードの一端だが、

米国の方に行くところは「一帯一路」には、入ってい

ない。いまある「一帯一路」の海のシルクロードでは

フィリピンが入っておらず、何故、入っていないのだ

とフィリピン側は怒ったが、中国政府は正式に「一帯

一路」の地図を出してはいない、フィリピンは当然入

っているのだというような取りなし方だった。このよ

うに、地図からみてもどこまで「一帯一路」が広がる

のか分からない。海の方は、我々の基本的な、身につ

いた概念はアジア太平洋だと思うが、「一帯一路」はそ

れとはかなり違う図柄になっており、国際政治や地域

の概念において、21 世紀の海のシルクロードの地域概
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念がどうなるかということは、地域概念的な大きな問

題の一つになっている。 
 
 「一帯一路」構想の特徴は陸と海のシルクロードを

一緒にしたところにあるだろう。陸のシルクロードは、

ソ連が崩壊した 1990 年代の半ばから、中国の中央アジ

ア政策として登場した。先ほどのユネスコの地図では

南方の海も海のシルクロードに含まれているが、中国

はすでにはやく 1991 年もしくは 1992 年から、海のシ

ルクロードをユネスコの世界遺産にしようと運動して

いた。また、2000 年代には中国の平和発展論のシンボ

ルとして、明の時代の鄭和の航海を何度も引き合いに

出している。政治プロジェクトの話として海のシルク

ロードについてはっきりと述べたのはおそらく習近平

氏だろう。 
 
 時に、中国の力について、3 つの“M”で表現する人

がいる。一つの M は“Might”、つまり軍事力。2 つ目

は“Money”、3 番目は“Mind”だ。それに呼応させる

わけではないが、3 つの大きな見方として“地政学”、

“地経学”、そして“Mind”に対しては“地歴学”と

して取り上げてみた。 
地政学（Geo-politics）で見る時、たいていは陸と海

を分けて考えるが、「一帯一路」の議論として「一帯」

の方では「ハートランド（中央アジア）を制する者は、

世界を制する。」という言い方（マッキンダー）があり、

海（マハン）の方は「インド・太平洋を制するものは、

世界を制する」とされる。中国がやろうとしているこ

とは大きな夢物語のように聞こえるが、マッキンダー

とマハンを一緒にしたような戦略だ。陸上、海上の両

方を強くしようとするハイブリッド戦略を取っている

のではないかという地政学者もいる。それを究極的に

表しているのが、去年、米国シアトルの NBR（The 
National Bureau of Asian Research）のフランス人女

性が出したコメンタリーではないだろうか。何を言っ

ているかというと、中国が考えているのは中国とヨー

ロッパを結びつける、そしてヨーロッパは中国という

機関車に経済的に統合され、中国に依存するような形

にする。ユーラシアにおける経済回廊が誕生すれば、

それはユーラシア大陸の周辺の重要さを下げ、したが

って、米国海軍の機能の重要性を低下させる。そうな

ると、米国は太平洋と大西洋の間に浮かぶ単なる島に

過ぎなくなる。それこそが一つの可能性であり、中国

がめざすものだ、ということだ。文章の出だしは「中

国の当局者は、一帯一路が究極的に次のようになるこ

とを望んでいる。」となっているが、証拠は何もないの

で、誰がどのように考えているか本当のところはよく

分からない。一つのイメージとして数年前「一帯一路」

が非常にもてはやされた時の反応かもしれない。いず

れにせよ、地政学的にはこういったイメージも出てく

るということだ。 
 
地経学（Geo-economy）においては胡錦濤氏が 2004

年にマラッカ・ディレンマとしてエネルギー問題を取

り上げている。マラッカ海峡を通るエネルギーの調達

が「一帯一路」の一つの背景になっていることは間違

いないだろう。その一方で、エネルギー問題というよ

りは、中国の投資、貿易における相手国の開発が重要

なのだと言う人もいる。私は経済学者ではないので確

かなところは言えないが、米国やイギリスの発展経路

をみると、 初は外国からの投資を受入れ、資本財な

どを大量に輸入する。次いで発展を遂げると、それま

で赤字だった貿易が黒字になり、海外投資がだんだん

増大していく。やがては輸出大国、投資国大国になる。

おそらく中国は今、このような段階にあって貿易投資

を活発にやるようになっているのではないだろうか。 
このようなことを背景にして、中国は、どのような

秩序を作り、どのような行動をとるかというとき、そ

の一つの例がよく言われるのが中国版マーシャル・プ

ランだ。2008 年のリーマンショック直後、中国の貿易

はおおいに停滞した。それをどうしたらよいか、需要

喚起をしなければならない。当時、2 兆ドルくらいの準

備外貨を持っていたがそれをどう使うか。そこで中国

版マーシャル・プランが出てきたのだろう。おそらく

現在でも多くの外貨の準備と外に対する過剰生産のは

け口を求めている。そうなると、リーマンショックの

後と今でも状況はそれほど大きくは変わらないのでは

ないだろうか。実際には AIIB やシルクロード基金、

BRICS 開発銀行、SCO ファンドや中国と ASEAN の

海洋協力基金をつくり、対外投資を進めようとしてい

る。 後の、中国―ASEAN 海洋協力基金は、ASEAN
と中国をいかに結びつけるかという話だ。また、“16＋
1 クレディット・ライン”というものもあり、それは

EU の加盟国も含む中東欧の 16 カ国が相手で、＋1 は

中国のことである。2011 年あたりに出来て、かなりの

額面を中国が出しているが、使いきれないという話も

あり、中東欧の国々においては、中国が計画し、中国

企業が運営し、利益は全て中国がもっていってしまう

という不満もあるようだ。実際、中国としては中東な

どいろいろな国にお金をばらまくと同時に、効率や運

用を考えながらやっていると思う。こういった動きを

通して、中国は IMF や WTO の Game Player から

Game Maker になり、世界に影響を与えながら、自ら

秩序を作っていくようになる。しかし、まだ Game 
Changer（根本的にゲームのルールを変えるプレーヤ

ー）ではないが。そして地道に 2 国間関係で援助やプ

ロジェクトを積み上げるボトムアップ方式から、国際

的秩序において AIIB を自ら計画したり「一帯一路」を

提案したり、トップダウン的なものに傾向が変わって

きていると思う。中国国内でも習氏中心のトップダウ

ンにしようとしているが。「一帯一路」において Game 
Maker としてどういうことをやるのかを議論するとき、

中国の政策決定者は－習近平氏も王毅氏も―ソロでは

なくシンフォニーだと言っているが、シンフォニーで

も指揮者が要るわけで、中国は一人の指揮者、一つの

リーダーシップを取る国になろうとしているのだと思

う。 
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地歴学（Geo-history）とは、戦略的目標の内容や地

理的範囲を設定するときに過去の歴史を利用するとい

うものだ。米国海軍の戦略家にジェームズ・ホームズ

という人がいるが、彼は“Usable history”という概念

を出して政策や戦略目標を立てる時に中国が歴史を利

用することを指摘している。中国は鄭和とかシルクロ

ード（これは、平和的でやわらかい印象を与える）と

いう歴史的な事象を使い、対外的に平和的進出をして

いるとして自らの動きを正当化し、また国内の強硬派

に対しては攻撃的なことを擁護することを抑えようと

しているのではないか。地政学や地経学同様、地歴学

という観点から中国の動きを捉えるのも必要だと思う。 
 
米国の非常に有名な政治学者、Theodore Lowi によ

ると、政治には 3 つの形があるという。一つには配分

の政治、distributive politics、があるという。これは、

政府が保持する資源を配分するというもので、例えば

19 世紀の米国連邦政府は保有する土地を大学や鉄道会

社に分配した。このタイプの政治では、大きな紛争は

起きない。もう一つはその逆の、再配分の政治であり、

今ある一定の資源を取り合うという政治だ。3 番目は規

則の政治で、物事のルールを決めていくというもの。

規則やルールを変更したり、新たに規則を作ったりし

ようとするものであるが、そこでは、既得権益をもつ

人が損をするので紛争が起きるが、しかし、長期的に

みて、ルールが確定し、長期的に見れば、紛争が押さ

えられることになる。 
 
このような 3 つの政治を「一帯一路」にあてはめて

考えるとどうだろう。配分の政治にはバラマキの政治、

札束外交、元外交、インフラ外交などいろいろあると

思うが、「一帯一路」構想が 盛期の 2014 年中頃、「み

んな何がしかの利益を得る」という標語があり、国内

でもいろいろな地域が儲かるのだとされていた。国際

的にもASEANや中央アジアの国々が儲かる、大妥協、

大バーゲンの政治だから大きな紛争はない。当初、自

分達はマーシャル・プランをやるのだと言っていたが、

2013、14 年あたりになると一転し、これはマーシャ

ル・プランではない、マーシャル・プランでは米国は

ヨーロッパにお金をあげ、また反共を旗印にしたが、

中国はそうではないとした。そう言いながらも、ある

種のバラマキ要素がまだあるのではないかと思う。 
 

近では“公共財”という言葉が使われ出している。

例えば、AIIB を中心とした安定的な経済システムを提

供すれば、それは国際公共財になる。2009 年 1 月には

海賊退治で海軍を派遣し、その海軍を使って、2013年、

中国はリビアからおよそ 30,000人の中国人を救出した。

また、いろいろな形で日本人、イタリア人などを救っ

たり、あるいはシリアから化学兵器を撤去し、それを

運ぶときに護衛したりと、公共財的ことをかなりやっ

ている。公共財というのは一つの側面だ。中国のやる

ことをいろいろな面から捉えると、中国の利益だけで

はなく、公共財的要素があり、我々としてはその要素

を伸ばしていくべきではないかと思う。「一帯一路」に

おいても“3 つの「一緒」”と言われるように、一緒に

考えて作る、一緒に実行して作る、そして一緒に利益

を享受するという公共財的発想がある。それらは尊重

されるべきだろう。公共財は、みんなに利益が均霑す

ると言う意味で、バラマキ政治と共通するところがあ

る。しかし、バラマキ政治には限界がある。公共財の

供給にも資源がいる。資源が十分かどうか、利益が出

るかどうか、十分に活用できるかどうかが大きな問題

になるだろう。 
 
「一帯一路」は中国の過去幾十年の成長、とくにリ

ーマンショック以来の急成長に基づいたものだ。すで

に述べたように「一帯一路」には蓄積された外貨をば

ら撒くという面があるが、米国の中国経済研究者、ウ

ェイン・モリス氏によると中国の成長率を見ると、そ

れはどんどん落ちてきているという。中国はまだ伸び

てはいるものの、経済成長率はかなり低くなり、配分

の政治に割り当てられる資源が減ってくる。従って、

再配分の政治の色合いが強くなって行こう。再配分の

政治では領土や経済資源の取り合いで対立が発生する。

また、経済的にいろいろと援助をするということは、

貿易でも中国に依存するということになり、経済的に

非対称的依存が高くなり、中国は有利な戦略的ポジシ

ョンを得てその影響力がますます強まる。また、中国

が現在、意図してやっていることの一つはステータス

すなわち自国の国際的地位を上げようということであ

る（たとえば、AIIBでの拒否権、総裁ポジッション等）。

自国のステータスが上がると他国のステータスが下が

る。いわばゼロ・・ゲームだ。このようにして「一帯

一路」の中に再配分の政治が入りこんでいくのではな

いかと思う。 
 
ルールの政治について。ルールに関しては、安全保

障、経済関係、そして国内の規範などが考えられよう。

現在大きな問題になっていることの一つは、“航行の自

由”である。それは海の話であるが、昨年米国は、"航
行の自由作戦（FON）”と称して、イージス駆逐艦を南

シナ海奥深くに、中国の、国際法にもとる行動（埋め

立てによる権利の主張）に挑戦しようとしている。陸

であれば道路や鉄道をつくって“通行の自由”を作っ

ていかなければならないであろう。安全保障では紛争

の平和的解決、あるいは海では UNCLOS－海洋法とい

うようにいろいろなルールがあるが、その中でいかに

ルールを守るようにするか、あるいは新しいルールを

作っていくかが問題となる。 
ルールの政治の中で「一帯一路」にもっとも関係す

るのは貿易や投資、ODA のルールだろう。中国のやり

方、米国や日本のやり方などさまざまなものがあるが、

どのやり方をどのように調整し、公正な競争とか、透

明性とかを同担保していくかを考えていくことが重要

だ。 
国内体制において、人権とか、民主主義が重要なル

ールと考えられる。ここでは、中国が大きな問題であ
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ろう。習近平氏は人道や人権に関して、中国は十分に

それを尊重する政治を行っており、また、ヨーロッパ

に行った際にも人道、人権ということについては、中

国はちゃんとやっている、内政不干渉の原則があり、

何も言うなと論じ、ヨーロッパも黙りこんだ。 
 
国際秩序を巡る動きという時には中国と米国が平和

的に共存できるかどうかが重要なのは当然だが、具体

的にどういう展開になるかについては米中の相互作用

を常に考えないといけないと思う。リーマンショック

以後、中国は自己主張を強め、それに対して米国がア

ジア太平洋回帰、さらに、アジア太平洋への再均衡政

策を展開し、その中でたとえば、インド太平洋という

概念を示したり、TPP を追求した。米国が中国に対し

て、米豪印日の連帯を含意するインド太平洋概念や中

国を除く TPP を形成しようとすると、中国は海のシル

クロードを形成しようとしそれは平和的なものだと言

う。また、中国は、RCEP とか、中韓、日中韓の自由

貿易協定を作ろうとする。中国は、インド太平洋は日

本と米国とインドとが一緒になって中国に対抗するか

らけしからんとし、米国が TPP を出せば中国は AIIB
を創設しようとする。AIIB がうまくいきそうになると

米国は、TPP の形成を促進しようとしたり、IMF の改

正を行う。このようにして、中国と米国の間に相互作

用が展開する。このように相互依存が深まる中で競争

し、結果としては、より良いルールが出来る可能性が

高いのかもしれない。 
 

 後に、パワーサイクル論について少しだけ紹介さ

せてほしい。米中を考えるとき、われわれは、力の交

代、power transition、を考える。たとえば、中国の

GDP ははたしてアメリカのそれに追いつくのか、抜き

去ることがあるのか、等である。パワーサイクル論は、

それとは若干異なったものである。基本的に、中国の

行動は、アメリカとの力の交代ではなく、国際システ

ムに置ける相対的な地位の変化の方向性によるものだ

とする。これは、チャールズ・ドランという人がかな

り前から提唱している。主要国の GDP を足したものを

分母にしてその上に例えば中国の GDP を置く。その国

（中国）の（主要国）国際システムにおける相対的な

比率である。この比率は、時間的に変化していく。

初の頃は、中国の比率はどんどんと伸張し、伸張の度

合い（接線の傾き）は、だんだん大きくなる。この伸

張の度合いがだんだんと伸びていくと中国は国際的な

役割を果たさなければならないと期待される。人が先

を予測する時に、明日は多分、昨日あったことと同じ

だろうと考えがちだ。前年までの傾斜をそのまま伸ば

すのが一つの期待となる。ところが、一番 盛期の傾

向を伸ばしていくと大変なことになる。私が参加した

ある研究会で、中国の研究者が、中国はいずれ世界GDP
の 30％を占める、これがニューノーマルだという発言

があり驚いた。数年前までの伸張率をそのまま伸ばし

ていくとそうなってしまう。しかし、今はだんだんと

滑らかになり、主要国システムにおける中国の相対的

な比重は頭打ちになってきている。数年前までの伸張

率を伸ばしたバラ色の将来ビジョンをもとにつくられ

たのが、「一帯一路」構想だったといえようか。しかし、

いまや徐々にそうではなくなってきている。今は過去

にあった期待の大きさを抑えて再調整しなければなら

ない段階にきているかもしれない。 
時間になったので、私からの報告はここまでとさせて

もらう。 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

ありがとうございました。中国だけでなく米国との

関係等についてお話をいただいた。 
ここで一端、休憩とする。 

 

～ コーヒーブレーク ～ 

 

（JST 倉澤上席フェロー） 

 それでは「現代のシルクロード構想と中国の発展戦

略」のパネルディスカッションに入る。お一人ずつお

名前をお呼びするのでご登壇いただきたい。先ずはキ

ャノングローバル戦略研究所の研究主幹でおられる瀬

口清之様。今日はモデレータをお願いした。次に立命

館大学 教授の周 瑋生先生。上智大学 准教授の渡

辺紫乃先生。それから津上工作室代表の津上俊哉様。

津上様にはよくここでお話をいただいている。 後に

法政大学 教授の李瑞雪先生。また、先にご講演いた

だいた高原先生、山本先生にも壇上にお上がりいただ

ければ。 
ここから先はモデレータの瀬口様にマイクをお預け

する。 

 

【パネルディスカッション】 

「現代のシルクロード構想と中国の発展戦略」 

 モデレータ：瀬口清之（キヤノングローバル戦略研

究所研究主幹） 

 パネリスト：周 瑋生（立命館大学政策科学部教授）、 

渡辺紫乃（上智大学総合グローバル学

部准教授）、 

津上俊哉（津上工作室代表）、 

李 瑞雪（法政大学経営学部／大学院

経営学研究科教授） 

 

■モデレータ 

瀬口清之氏：キヤノングローバル

戦略研究所研究主幹 
1959 年 12 月 4 日生まれ。1982 年東

京大学経済学部卒業後、日本銀行入

行。1991 年 4 月より在中国日本国大

使館経済部書記官、帰国後 1995 年 6
月より約 9年間、経済界渉外を担当、

2004 年 9 月、 米国ランド研究所に 
て International Visiting Fellowとして日米中 3国間の政

治・外交・経済関係について研究。2006 年 3 月より北京
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事務所長。2009 年 3 月末日本銀行退職後、同 年 4 月より

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹、杉並師範館塾長

補佐（2011 年 3 月閉塾）。2010 年 11 月、アジアブリッジ

（株）を設立。 

--------------------------------------------------- 

■パネリスト 

周 瑋生氏：立命館大学政策科

学部教授／立命館孔子学院名誉

学院長／一般社団法人国際３E
研究院長 
1960 年生まれ。82 年浙江大学工学

部卒業、95 年京都大学博士後期課

程修了、工学博士号取得。専門はエ

ネルギー環境政策学、政策工学。95 
年新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）産業技

術研究員、98 年（公財）地球環境産業技術研究機構（RITE）

主任研究員を経て、99 年立命館大学法学部准教授，02 年

政策科学部教授に。これまで RITE 研究顧問、立命館孔子

学院初代学院長（現在名誉院長），立命館サステナビリテ

ィ学研究センター初代センター長、大阪大学サステナビリ

ティ・サイエンス研究機構特任教授、東京大学大学院原子

力国際専攻客員研究員、浙江大学等複数大学の客員教授等

を歴任。 
--------------------------------------------------- 

渡辺紫乃氏：上智大学総合グロ

ーバル学部准教授 
1994 年東京大学経済学部卒業、

2000 年タフツ大学フレッチャー法

律外交大学院修了（M.A. in Law 
and Diplomacy 取得）、2007 年ヴァ

ージニア大学大学院修了（Ph.D. in 
Foreign Affairs 取得）。財団法人日 

本国際問題研究所研究員、埼玉大学教養学部准教授を経て

2014 年より現職。 

--------------------------------------------------- 

津上俊哉氏：現代中国研究家／

津上工作室代表 
1957 年生まれ、1980 年東京大学卒

業後、通商産業省に入省、在中国日

本大使館参事官、北東アジア課長、

経済産業研究所上席研究員を歴任。

2012 年 2 月から現職。 

 

--------------------------------------------------- 

李 瑞雪氏：法政大学経営学部

／大学院経営学研究科教授 
中国安徽省生まれ。1992 年中国南

京大学外国語学部日本語学科卒業、

2004 年名古屋大学大学院国際開発

研究科博士後期課程修了、学術博士

学位取得。2004 年富山大学経済学 
部講師、准教授を経て、2012 年より法政大学経営学部教

授、現在に至る。中国復旦大学現代物流研究センター客員

研究員、新潟産業大学大学院経済学研究科 非常勤講師、

中国西南交通大学客員教授、米国ミズーリ大学セントルイ

ス校 ビジネススクール客員研究員、中国瀋陽建築大学客

員教授を歴任。

--------------------------------------------------- 

 

（瀬口） 
先ずはお二方の素晴らしい基調講演を受け、パネリ

ストの皆さまからコメントを頂戴したい。高原先生、

山本先生からはそれに対してのコメントをいただき、

必要に応じて議論を行うということを第 2 部の 初の

セッションとし、次に 4 名のパネリストの先生方から

個別のプレゼンテーションを頂戴するという流れで進

めていきたいと思う。 
 高原先生のご講演によると、国内経済面では習近平

主席の思うように地方まで構造改革が進んでいないの

ではないか、社会面では中国人の考え方の変化が非常

に速いのに対して政治がそこに追いついていないので

はないか、また、 近の習近平主席の様々な動きに関

して社会から強い反発が出始めているというような指

摘があった他、「一帯一路」の概念は今後、数年で衰退

するのではないかという問題提起があった。そして、

概念としては衰退していく中で、これまで通り儲かる

ことをやっていく、現実的なプラグマティックな方向

に変わっていくのではないかという指摘があり、 後

には、中国人がこれだけ変化してきているのだから中

国の政治も変わらざるを得ないのではないかというお

話だった。 
 山本先生の方からは、「一帯一路」を一言で表すと「空

飛ぶ円盤？」というキャッチーなフレーズを用いて、

結局のところはよく分からないという指摘があった。

その一方で、米国のフランス人学者の説を紹介し、「一

帯一路」がヨーロッパとアジアを結びつけて大きな発

展を遂げると、米国は太平洋と大西洋の間に浮かぶ一

つの島に過ぎなくなる、それほど大きな影響力を及ぼ

す可能性があるのではないかとの指摘があり、また、

中国版マーシャル・プランとして発展する可能性も秘

めているというのではないかとする一方で、それは中

国が順調に発展していく時の過大な評価が前提となっ

ているが、中国も順調な発展ばかりではない方向に向

かうのではないかということであった。中国を非常に

強くみて「一帯一路」が成功を遂げていくことに伴う

面と、そればかりではないと捉えて、フランス人学者

達が心配しているような結果にはならないのではない

かというような、両面の指摘があったと受け止めてい

る。 
 以上が私の簡単な総括だが、これについてパネリス

トの方々からコメントを頂戴したい。先ず周先生、い

かがでしょうか。 

 

（周） 
 立命館大学の周です。高原先生、山本先生、貴重な

講演をありがとうございました。 
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 先ずは高原先生にご教示いただきたいことが 2 点あ

る。一つは、歴史的にみても古代シルクロードは短い

時間で成り立ったものではないので、「一帯一路」構想

自体、何百年という非常に長い時間がかかるものなの

ではないかということだ。今の中国の政治体制を考え

ると、慣習的には 長で二期となる。そうなると、習

体制の次の体制ではどのようにシルクロード構想が継

承されるのだろうか。お考えを伺いたい。二点目は、

習近平氏の影響が末端まで届いていないということに

ついてだが、これにもやはり時間と手段が必要だ。そ

の中で政治改革の話が出てきたが、今まで行ってきた

経済改革から政治改革に移ることができるかどうか。

私はシステム工学という視点から、次の改革は政治改

革というより行政改革ではないか、公平性をいかに実

現し維持していくかということが中国にとってもっと

大切なのではないかと考えている。すなわち、経済シ

ステム改革から行政システム改革を、さらに政治シス

テム改革へと１００年の計（改革のロードマップ）を

設計する必要があるかと思います。 
 山本先生にも 2 点ほど教えていただきたい。一つ目

は公共財についてだが、中国内部においても「一帯一

路」は公共財だという意見がある。しかし、公共財と

いうものには非排除性と非競合性が必要で、今の状態

では「一帯一路」はこの二つの条件を満たすことがで

きないのではないだろうか。そこで、公共財にするた

めにはどうしたらよいのかについてコメントをいただ

きたい。もう一つは、米国の戦略についてだ。これま

で米国はドルの国際的地位をいかに守るかというとこ

ろでいろいろな手段を講じてきた。今回の AIIB など、

中国が人民元を国際通貨としてやっていこうとする場

合、米国は非常に強い抵抗手段を講じるのではないか

という懸念がある。このあたりについて何かお考えが

あれば伺いたい。 
 

（高原） 

周先生、非常に面白いポイントを出していただきあ

りがとうございます。 

「一帯一路」の難しさが分かってきたことにより、

中国の方々の発言が段々と後退しつつある。直ぐには

できない、非常に長い時間がかかるという言い方をす

る人も増えていると思う。しかし海外の期待が盛り上

がってしまっている。今、周先生が仰ったような言い

方で、海外の方々に上手に説明していくのがよいので

はないだろうか。難しいだろうとは思う。期待が大き

く膨らむ中で、針で風船を割ってしまうと、これは何

だということになってしまう。いかにトーンダウンさ

せていくか。示唆されたように、次の指導者になった

らあまり使わなくなるという可能性も高い。例えば「4

つの近代化」といつの間にか皆、言わなくなり「改革

開放」になった。「調和のとれた社会、調和のとれた

世界」ともいつの間にか言われなくなる。新しい指導

者は自分のスローガンを作りたい。時には次の指導者

も使うことがあるが、そういう形で収束していく。そ

ういったこれまでのパターンが繰り返される可能性は

私自身も大いにあると思う。 

もう一つ、改革について、末端まで権威が浸透する

のに時間がかかるというのは中国の現実としてその通

りだが、それでは困るというのが今の状況だろう。地

方が中央の言うことを聞かなければ実質的な政策の実

行ができない。そうした状況を変えるような改革がで

きるかどうかが大事だろう。先ほどは触れなかったが、

2013年の三中全会の改革文書の中に一つ物足りないと

思うところがあった。中央、地方関係だ。中央のお触

れをどう地方の末端に行き渡らせるかというところで

アイデアやイニシアティブが足りない。そこが問題で

はないだろうか。政治改革は仰った通り、なかなか難

しい。過去30年、中国ではどのように政治改革を進め

ていくか考えられてきたが、どのようにロードマップ

を描き、どこからどのように始め、 終到達地がどこ

になるのか誰にも分からないのだ。しかし、それは経

済改革の時も同じだった。兎に角、リーダーシップが

大事で、どこからか始めていく。当面は一歩一歩、川

底の石を探りながら進めていくというやり方しかでき

ないだろうが、もしかしたらどこかで何かが起き、一

気にガラッと変わるという可能性もあるし、そのプロ

セスをどのように平和的に行うのかということが今後

の中国の 大の課題といっていいのではないかと、多

くの人々が考えている。法治の強化や遵法精神の教育

など、外国に何かできることがあればと思う。例えば

東大の大学院も博士号を随分出している。そういった

ミクロ的なことしか出来ないかもしれないが、皆で協

力し合っていければよいと思う。 

 

（山本） 
周先生、どうもありがとございました。 
先ず、公共財だが、中国が公共財を供給するという

話しが出てきたのはせいぜい、ここ数年年の話だ。私

の知る中国の先生たちが公共財という言葉を使い出し、

近では「一帯一路」に関わって王毅さんも使い出し

た。ご承知のように、公共財というのは非常に定義が

難しい。実際に何かと言った時、公共財的側面と私的

財的側面が混ざっていることが多く、純粋に経済的な

公共財、非排他的で非競争的なものというものを見つ

けるのは意外と難しい。例えば米国が IMF や GATT を

つくって国際公共財だと言っているが、その背後には

米国の力と私的な利益もベースになっている。従って、

おそらく中国も似たような状況にあるのではないかと

思う。しかし、私は中国の専門家ではない。中国が公

共財という言葉を使っていることについて日本の中国

の専門家に聞いてみると、そんなことはない、中国人

は私的な利益（国益）だけしか考えていないと言う。

ただ、私的な利益にもとづいても公共財的側面が出て

くることは有り得るので、そういうものが出てきた時

に、なるべく公共財的な側面を広げる形で中国にやっ

てもらうのが一番宜しいのではないかと思う。「一帯一

路」でいうと、例えば航行の自由。海のシルクロード

ではコネクティビティとか連結性などを作っていこう

としているが、それがうまくいけば航路の安定にも繋



中国総合研究交流センター 日中シンポジウム 詳報 ＜2016．2＞ 

 

13 

がる。反対意見もあるかもしれないが。陸の鉄道網も

どれくらい Efficient に使えるかどうかは別として、出

来てしまえば皆が使えるので公共財的な側面が出る。

それをどうやって公共財的に使えるようにするかとい

うと、やはりルールだろう。海では航行の自由という

原則的なルールがあって中国が港などのファシリティ

を作り、中国が独占せず、皆が使えるものになれば公

共財的側面、非排他性が出る。陸の方でも通行の自由

やルールを作っていくということが必要なのだろうと

考えている。 
もう一点、米国が第二次大戦後にドルで国際通貨を

牛耳った通貨覇権国となったことから政治的なところ

も含めて大きな影響力を持ち、そこを挑発する国が出

ると潰すくらいに強い反発をするのではという指摘が

あった。ご承知の通り、1997～1998 年に日本がアジア

通貨基金をつくろうとしたとき、米国は反対した。非

常に難しい問題であることは確かだ。AIIB を「一帯一

路」をサポートする財政制度と捉えた時、私の目から

は米国がかなり強い反応を示しているように見える。

若干、次元が違う話だと思うのだが、AIIB の話が持ち

上がるとオバマ大統領は TPP を持ち出して、もし TPP
ができなければ中国が AIIB とか貿易の枠組みでルー

ルを作ってしまうというように言う。しかし、「一帯一

路」そのものについてはそれほど議会で議論されてい

ないようだ。私もいろいろ資料を探したが、見当たら

なかった。「一帯一路」について米国内ではっきりと言

っているのは先ほど示したローランドさんという仏蘭

西人女性のコメントだ。ある意味ではとんでもないこ

とまで言っている、として引用させてもらったが、私

から見ると、例えば南シナ海、ASEAN を巡る米中の拮

抗関係において「一路」は大きな役割を担うと思う。

だから ASEAN のマスタープランやコネクティビティ

など、非常にお金がかかるものに対しては ASEAN が

中国に引っ張られる可能性がある。米国内でも AIIB そ

のものについての政策は外交的失敗だという議論があ

る。しかし、その様な議論は必ずしも強いものではな

い。そこで米国が将来、何らかの形で AIIB と協力する

ことの方が可能性が高く、それを潰すということはあ

まり考えられないのではないかと思う。 
 

（瀬口） 
ありがとうございました。AIIB の問題に関しては私

もよく米国で友人達と話しているが、今、山本先生か

らご指摘があったように米国内でもいろいろな議論が

あるようだ。その大きな原因は中国の為替、株市場に

おける混乱ぶりで、これを乗り越えなければ金融の自

由化は達成できないと思われている。よしんば金融自

由化を達成したとして、米国の基軸通貨国としての役

割を脅かすような存在にまでなるのは相当、先のこと

だ。それまでには長い道のりがある。中国が米国の地

位を脅かすようになるまでには、現時点では程遠いと

いう米国の基本的認識がある。つまり、米国はあまり

怖がっていないというのが反応の前提にあるのではな

いかと私自身は理解している。 

それでは次に、渡辺先生に両先生へのコメントをお

願いする。 
 

（渡辺） 
高原先生に 2 つ、山本先生に 2 つ質問させていただ

きたい。高原先生の講演にもあったように、習政権が

反腐敗対策に非常に真剣に取り組んだ結果、官僚が仕

事に対して消極的な姿勢を示すようになったという。

これから「一帯一路」構想を進めていくには中央政府

あるいは地方政府レベルの官僚の仕事は重要になって

くると思うが、腐敗退治で消極的になっている官僚た

ちがどの程度「一帯一路」を真に受けて熱心にやって

いるのか、実際のところの感触はどうなのか伺いたい。

2 点目は、私自身、非常に関心があってもなかなかよく

分からない「一帯一路」構想における日本の位置付け

について伺いたい。中国は AIIB を創設するにあたり日

本の参加を求めていたが、その際には出資金を含めた

資金提供や AIIB が発行する債券の購入、また金融ノウ

ハウの提供などが明確に期待されていたと思う。しか

し、実際の「一帯一路」構想の中で、日本がどのよう

に位置付けられているかが見えてこない。その辺りに

ついて教えていただければと思う。 
山本先生への 1 点目の質問は、先生の講演にあった

「3 つの政治」という枠組みに関して。“再配分の政治”

と“ルールメイキング－規則の政治”は「一帯一路」

構想を巡る中国の政策あるいはやり方をみているとよ

くあてはまるように思うが、“配分の政治”を当てはめ

てもいいものかどうか。何故かというと、政府が何か

を配分をする時は政府が富なり何なり相手に与えられ

るものを持っている状態にあると思うのだが、「一帯一

路」計画をみる限り、周辺国と一緒に発展するといい

ながら、計画ではインフラ投資を重視している。つま

り、文書を見る限りでは中国は相手に恩恵を施すこと

を非常に強調しているが、実際にやっていることを見

ると、裏には明確な利益追求の姿勢が見える。必ずし

もグラントのような一方的な供与の形ではないはずだ。

特に「一帯一路」では投資が主体になっている。それ

を配分とみるのはどうかという疑問がある。そこをご

教示いただきたい。2 つ目は、中国の「一帯一路」構想

と既存の国際秩序との関係についてだ。ここについて

は先生の講演では時間の制約からあまり触れられてい

なかったので、そこも含めてお答えいただければと思

うが、先生の見方では中国と米国がそれぞれの国際秩

序を追及しながら相互作用のもとに影響し合っていく

という話だった。そうなると、その後、実際に国際社

会における秩序はどういうものになるのだろうか。中

国がトップとして率いる国際秩序が別にあり、それが

米国主導の既存の秩序と併存していくのか、あるいは

米中の相互作用により既存の秩序に影響を及ぼしつつ

も、やがて中国が米国主導の秩序に従うようになるの

か。それとも逆に中国が一つの国際秩序の中で主導的

役割を果たすようになるのか。もしくは別の形がある

のだろうか。 
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（高原） 

「一帯一路」と官僚についてはよく分からないとこ

ろが多いので推測を交えてお話させてもらうと、例え

ばシルクロード基金に中央規律検査委員会の巡視組を

入れるのはしばらくは無いだろう。少なくとも労働意

欲を削ぐようなことはしないだろうと思われる。もう

一つ言えることは、シルクロード基金は人民銀行、AIIB

は財政部というように官僚部門の競争システムを導入

することで、だから頑張れというようなメカニズムを

働かせているような気がする。 

「一帯一路」における日本の位置付けについては外

交部は何も考えていないようだ。去年の6月、清華大学

で「世界平和フォーラム」が開かれた時、主催者の閻

学通（えんがくつう）先生から、王毅さんがお昼のス

ピーチをするので、そこで質問してくれないかと頼ま

れた。そこで私は、日中間で2回の首脳会談があり、日

中関係は発展に向けた改善の新しい局面にきたと思う

が、中国外交部ではこの局面をしっかり固めるために

どのような具体的措置を準備しているのか、例えば「一

帯一路」構想と対日政策はどのような関係にあるのか

と質問した。なかなか良い質問ですよね？（会場・笑）

ところが、私の質問は完全に無視され、日中関係がう

まくいかないのは日本人が中国の発展を受け入れるこ

とができないからだと日本批判になってしまった。そ

の場にいた人達は皆、これは一体どういうことかと呆

気に取られたが、外交官はそんな感じだ。違う観点か

ら日本を見ている他の部門もあるだろう。しかし、日

本が明確な位置付けを与えられているとは私には思え

ない。 

 

（山本） 

先ず配分とは、理念的には政府が自由にコントロー

ルできるものを持ち、ここはこれ、そこはそれと配分

するイメージだが、国際政治においてそういう理念に

あたるものはないと思う。そこで私が思うのは、若干、

先進国的発想かもしれないが、援助と投資ということ

だ。例えば利率や待遇など、中国は、援助というカテ

ゴリーに入るものをかなり出しているのではないか、

ということから配分の政治といった。中国は、おそら

く投資と援助をミックスで使っていると思う。中国の

援助といっても、かなり利率が高くて大変だと聞くし、

投資と援助とで区別はつきにくいが、イメージとして

援助と考えると、配分の政治という概念もあながち使

えなくはない。 

既存の国際秩序と相互浸透システムの関係について

は、例えば AIIB を作り、AIIB がいろいろなルールを

作るとすると、それが既存の融資方法やスピードなど

にかなり影響を与える。場合によっては AIIB の方が変

わるかもしれない。そういう形で段々と、今までに無

かった違うものが出てくるのではないかというのが私

の発想だ。それで 終的に折り合いが悪くなることも

あるかもしれないが、これほど経済が密接に相互依存

している中にあっては、苦労しながらも互いに修正し

合いながら新しい秩序を作っていくのではないかとい

う気がする。 

 

（津上） 

私からは質問ではなく、お二人の基調講演に対する

感想を述べさせていただきたい。 

高原先生からは「一帯一路」は 初のふれこみから

随分変わってきているという話があり、山本先生から

も配分の限界ということで、今後のリソースから下方

修正があるかもしれないという示唆があった。私はこ

のような見方に非常に共感している。「一帯一路」構想

だけでなく、三中全会の改革プランもそうだろうが、

元はブレーンというか御用学者の仮想的ラボラトリー

で考えられたところからスタートしていると思う。ラ

ボ段階のアイデアというのは、ある意味エッジが立っ

ているというか、人目を惹くところがたくさんあるの

だが、実際の運用にフェーズが移っていくと、段々と

「角が取れて」、 後は「なるようにしかならない」と

いう結果に落ち着く、そういうプロセスを辿るイメー

ジがある。だから、「一帯一路」が 初のふれこみと違

ってきているというのは自然な展開のように思える。 

当初の「一帯一路」構想はエッジが立っていた分、

人を驚かす部分があった。日本人はそれで随分と脅か

されて、この構想を警戒している気がする。しかし、

これから起きることとしては、採算の取れない案件は

お蔵入りになるし、破格の条件はいつの間にか引っ込

められるなど、「なるようにしかならない」プロセスが

段々と展開していくのだと思う。日本も中国の一挙手

一投足に心をかき乱されて大騒ぎしているけれども、

「中国高成長」のメッキも大分、剥げてきたことだし、

「一帯一路」についても当初のイメージを一度ご破算

にして、再度見直してみてもいいのではないだろうか。

この問題に関する日本の論調は少し慌てすぎ・騒ぎす

ぎである。無理からぬところもあるが、中国の台頭に

心乱されて現実がきちんと見えなくなっているのでは

ないだろうか。 

他方、 初のふれこみからずれてきているとはいえ、

玉ねぎの皮むきのように剥き続けていったら何も無く

なってしまうという「胡散霧消」にはならないと思う。

何がしかの成果は残るはずだ。その点でも、お二方の

講演の中には、共通するエレメントがあったと思う。

山本先生は「公共財的プラスの要素が中国に残るよう
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に働きかければよいではないか」というお話をされ、

高原先生は「AIIB を通じ、国際的なルールについての

学習効果を習得してもらって」というお話だった。胡

散霧消はしない、何がしかが残るであろうということ

であれば、お二方が言うように少しでも Winwin の方

向に持っていくことが皆のために良いのだと思う。そ

こで Winwin の方向に持っていく肝は何かというと、

皆の利益になるような国際ルールに沿った格好で中国

と話し合いをして関わり合いながら、中国がより国際

協調の方向におもむくように働きかけるということで

はないかと思う。国際ルール、国際慣行というのはあ

る意味、いろいろな問題が起きた時にどう解決したら

よいのかという“How to”の経験値の集積物みたいな

ところがあり、それ自体が一つの国際公共財になって

いる。そういう意味において、お二人の先生にはある

意味、共通の方向を将来に向けて指し示していただき、

私も賛成するところであった。 

 

（瀬口） 

2009 年に中国は日本の GDP に追いついたが、その 7

年後の今年、日本の 3 倍になると思う。そのような中

国の大きな変化と凄い速さの変化を考えると、その中

国と共に発展していけば、その変化の恩恵を日本、も

しくは周辺国が取り込めると考えられる。そこについ

て、どうやっていい方向に向かわせていくかに力を注

ぐことが非常に重要なポイントだろうということで、

私も全く同感だ。それでは、李先生、お願いします。 

 

（李） 

高原先生、山本先生にはたいへん勉強になるお話を

ありがとうございます。 

私は企業経営の研究者なので、国や政府を真正面に

捉える議論にはあまり馴染まないかもしれないが、ご

講演の感想を述べさせていただいた後で、ある問題に

ついて両先生のご見解を伺いたいと思う。 

プレゼンテーションから「一帯一路」とは一体何な

のかという疑念を強めていた。解釈の多様性があるだ

けにスローガンなのか、計画なのか、戦略なのか、概

念なのか、構想なのか、プロジェクトなのか、または

枠組みなのかハッキリしない。高原先生は構想、概念

と捉えられ、山本先生も構想と呼んでいた。発信者で

ある中国政府はどうだろう。公式見解としては戦略で

はなくあくまでも構想だと言っているが、政府系シン

クタンクの発表した数々の論文を紐解くと、戦略とい

う言葉が散見される。言葉遊びのように拘りすぎると、

戦略でも構想でもどちらでもよいではないかとお叱り

を受けるかもしれないが、「一帯一路」を理解するため

には考える意味があると思う。 

構想と戦略の概念の違いを大雑把に整理すると、戦

略には構想が必要で、しかし構想だけでは戦略にはな

らない。戦略として成り立つには、おそらく少なくと

も 3 つの要件を満たさなければならない。一つは長期

的な目標やビジョンについての構想、二つ目にそれを

実現させるための手段、三つ目が既存の戦略の枠組み

との差別化だ。そう考えた時、「一帯一路」はどうだろ

う。両先生のご解説にもあったように、「一帯一路」の

将来的な目標がユーラシア大陸における経済連携、経

済圏、経済統合を形成することだ。そして、それを実

現させるための手立てには AIIB やシルクロード基金、

インフラ整備、産業移転、ユーラシア横断鉄道等々、

多岐にわたる手段の組み合わせが用意され、さらに、

既存の経済統合との枠組みや戦略との明確な相違点が

数多く見受けられている。一つ例を挙げるとすると、

ハードルを設けずに排除の論理を排除して包容的な経

済統合を目指すという意味において、米国の主導する

TPP とは対照的だろう。そう見ると、良し悪しは別と

して、「一帯一路」は明らかに戦略に他ならないと思わ

れるが、中国政府は頑なに戦略であることを否定し続

けている。このような姿勢は中国政府の何がしかの思

惑や環境認識、情勢認識を反映しているように思える。

この点について、両先生はどのようなご見解をお持ち

だろうか。 

 

（高原） 

戦略の3要件を見事に整理されていて、なるほどと思

った。推測だが、それを戦略と呼ぶとなると、時間の

概念としてどれくらいの期間で何をしてというロード

マップが手段の中に含まれてくるかもしれない。そう

なると具体的にならざるを得ず、また、戦略実行の評

価もしないといけなくなり、それはしたくないしされ

たくない。そういう思惑が強いのかもしれないと思っ

た。 

 

（山本） 

私が見てきた限り、「一帯一路」はイニシアティブ、

または構想というのが普通で、それ以上の具体的な議

論になると様々な話が出てきて収拾がつかなくなるた

めに、先ずは構想、イニシアティブで止めておくとい

うのが大きいように思う。中国はいろいろなところで

お金を出し、協力をしながらプロジェクトを行ってい

る。それらを繋ぎ合わせて「一帯一路」、おそらく、単

なる構想を超え、実際にある、あるいは進行中のプロ

ジェクトの集合体のように言っている。「一帯一路」と

いう言葉が2013年に出てくる前から存在するプロジェ

クトの全てをまとめて「一帯一路」と言っているとこ

ろがある。中国語はよく分からないが、戦争の時の“戦

略”は別として、こういう国際政治の場で “戦略”と

いう言葉はあまり使わないように思う。戦略というと

少し角が出てくる印象がある。 

 

（瀬口） 

このまま議論を進めたいところだが、時間にも限り

があるので、後半の第 2 セッションに入りたい。周先

生から順番に、ご用意いただいたプレゼンテーション

をお願いする。 

 

（周） 

 現代のシルク―ロは古代のシルクロードに対する面
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があると思う。正確な年代は分からないが、この青銅

器は 3,000 年から 5,000 年くらい前のものだ。中国

4,000 年の歴史を一枚にまとめるとこのような図にな

ると思う。注目するのはこの 300 年、近代で、中国が

遅れを取ってしまった時期だ。習近平主席の夢は中華

復興で、それにはいろいろな課題がある。内部的には

腐敗、貧富の格差、民族問題、生態系の破壊と資源制

限といった 5つの「内憂」があり、「外患」としては外

部紛争と大規模な気候変化がある。今、中国では気候

変動の影響があちらこちらで顕在化している。先ほど

お見せしたこの図からみえることとして、中国は数千

年にわたり世界トップの文明を誇っていたが、それが

農耕文明だったことが弱点になった。先ほどの青銅器

のように、かなり高度な技術を持ってはいたが、近代

では産業革命、特に第 1 次産業革命で遅れを取ってし

まった。また、中国の社会は継承性が大きく欠けてい

るのではないかと思う。世代間の交代の話があったと

思うが、鄧小平から江沢民、胡錦濤と短い世代におい

ても様々なスローガンがある。さらに古代に遡れば物

事は断片的、非連続的だ。これが大きな問題である。

継承と創造は社会、民族、国家が持続的に発展する両

輪である。 

今、中国は、戦後に米国を中心として作られた国際

秩序－政治体系、金融体系、貿易体系について 3 つの

立場がある。一つは擁護者としてで、改革開放政策以

来、既存の国際秩序にいかに参加、協力し、その恩恵

を受けていくか。もう一つは挑戦者、すなわち AIIB の

ように、あるレベルの不満を持ちながらも、補完的視

点からルールを明確にするということ。そしてもう一

つは受け身的な被挑戦者という立場だ。「一帯一路」は

ある意味、古代のシルクロードという、栄光ある成功

事例から経済、外交面において国際秩序を構築するた

め補完的に参加し、全地域の利益と中国の国益がいか

に統合され調和するかが大きな焦点になると思う。 

 これは改革開放以来の国全体の戦略をまとめたもの

だ。“東進”は国際ルールにいかに協調者として参加す

るか。“西進”は「一帯一路」のこととも言えるが、真

ん中の部分が今後、中国が重点的に展開していこうと

いうところになる。このシルクロードでは日本と韓国

へのルートがないように見える。古代シルクロードは

朝鮮半島を経由して日本に到達し、あるいは直接、日

本に届くルートもあった。おそらく今後、日本と中国、

韓国は非常に重要な協力パートナーになると考えられ

る。 

AIIB の話があったが、参加を表明した 57 の参加国

はその地理分布から見ると見事に「一帯一路」に重な

っている。米国はリバランスという戦略をよく取るが、

おそらく日本に対しても EU に対しても、例えばユー

ロが出来る前と出来た後で、いかにドル基軸を維持す

るかといろんな手段でリバランスを取っている。それ

に対して中国はどうしたらよいかというと、中国の易

経で言うところの「太極」だと思う。強いものが永遠

に強いという保証は無い。「陽を極めれば陰となる」と

いう言葉の通り、一部はこの思想に基づくところがあ

ると思う。2012 年 6 月 1 日、日本円と中国人民元はド

ルの仲介無しで為替市場で直接取引できるようになっ

た。その前後から領土問題が出てきたが、その背後に

はリバランスという思想があったかもしれない。 

「一帯一路」の明確な地図は無く、明確なエリアも

無いようにみえる。この構想のサステナビリティのた

めには環境という視点から、自然との共生、循環、低

炭素化という環境負荷の低減、個々技術のみならず、

社会システムのスマート化、 適化が重要だ。特に、

中国西部では生態系が非常に悪化している。環境を保

全しながら「一帯一路」を推進することがサステナビ

リティの必要条件だろう。我々が今、研究しているの

は東アジアを中心とした広域低炭素共同体構想だ。日

本、中国、韓国とロシア、北東アジアが連携していか

に広域の低炭素社会を実現するか。もう一つ、昨年 11

月 1 日、韓国で開催された日中韓サミットで共同宣言

にも盛り込まれた“日中韓循環経済モデル基地”があ

る。広域の循環型社会を作るというものだが、エネル

ギーと環境面の協力は、おそらく政治や社会といった

他の分野より取り組みやすいのだと思う。“日中韓循環

経済モデル基地”は今、大連で展開している。 

「一帯一路」に明確なエリアが無いとしても、ある

程度の人口などは計算されている。国自体は 65 程度、

人口 44 億、国を代表する言語が 56、民族的言語を含め

ると 1,000 くらいだと言われている。「一帯一路」を成

功させるためには文化の多様性をいかに尊重し合うか

が大事で、一つの事例に孔子学院が挙げられるだろう。

孔子学院とは中国政府と外国とがお金を出し合い、協

力して作る文化施設だ。「一帯一路」には今現在、全部

で 131 の孔子学院がある。今は中国文化を教える場に

なっているが、各国も自分の文化を教えるシステムを

作ればいいかもしれない。そのために人材育成に必要

な資金について、AIIB やシルクロード基金のようなお

金を活かすことができれば、文化の多様性がもっと成

されるのではないかと思う。 

後に老子の教え、「道（タオ）」をお示しして終わ

りたいと思う。ありがとうございました。 

 

（瀬口）たくさんのプレゼンテーションの準備をして

いただきながら、時間が足らずに申し訳ない。引き続

き渡辺さん、お願いします。 

 

（渡辺） 

 時間が限られているので、スライドの 後 3 枚だけ

を使って紹介させていただく。先ほどから「一帯一路」

構想とは何かをテーマに議論が展開されてきたが、こ

こでは別の視点を含めた構想の意味について紹介した

いと思う。 

 第一に、「一帯一路」構想は従来の政策からの延長で

ある。2013 年の秋に初めて「一帯一路」構想を表明し

たのは習近平政権であるが、実際にやっている中身を

見ると、いきなり新しいものが出てきたわけではなく、

過去の様々な政策の延長だと言える。「一帯一路」構想

は投資を中心とした計画だと言われるが、貸付もあり、
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その条件にも様々なバリエーションがあると考えられ

る。援助に近い形の融資、あるいは実際に援助だと位

置づけてよい融資、またはそれらを組み合わせた形で

資金提供される場合もあるだろう。中国は 1950 年の建

国直後から対外援助を実施していて、特に 90 年代以降

は、グラントに加えて日本の円借款の人民元版に近い

ものを積極的に行ってきた実績がある。「一帯一路」の

中にも対外援助の要素が含まれるが、おそらくグラン

トよりも借款が主体になると思う。これは中国がこれ

まで行ってきた政策の延長である。 

第二に、「一帯一路」構想を理解するうえでは、中国

の「走出去」と「西部大開発」の二つの政策に注目す

る必要がある。「走出去」は 2000 年以降、中国でたび

たび出てくるようになった言葉で、外に出る、すなわ

ち中国企業を中心に対外進出するという考え方だ。中

国政府は、中国企業が積極的に外に出て投資あるいは

ビジネスをすることを後押ししてきた。この考え方も

「一帯一路」にかなり重なる。「西部大開発」も中国国

内の内陸、西部地域を開発するという計画だが、「一帯

一路」は中国国外だけでなく内陸の開発を重視してい

るので、ここもかなり重なっている。このように「一

帯一路」構想は過去からの政策の延長ではあるが、新

しい点もある。ここでは次の 2つを挙げたい。 

一つは中国における開発思想の転換だ。中国は自分の

国の発展のために当然のことながら国内市場を 優先

してきた。ところが 近は内需拡大が不十分で、海外

で需要を喚起する必要性が出てきている。リーマンシ

ョック以降、世界経済は低迷し、黙っていても中国経

済に追い風が吹くような状況ではない。中国経済が発

展するにつれて国内の労働コストも上がっている。「一

帯一路」構想は、中国が国外でも需要を喚起する政策

を取るようになった表れだと理解できるのではないだ

ろうか。「一帯一路」構想で強調されているキーワード

の「連結」である。中国と周辺の国々を繋ぐ、つまり

周辺諸国だけではなく、中国と周辺国を結ぶ道路、鉄

道等も含めて一緒に開発していくという発想だ。 

同時に、「一帯一路」構想は壮大な「ナラティブ」で

あり、中国は皆が快く受け入れてくれるような物語を

提示しようとしたのではないかと思う。中国が 2000 年

代以降、積極的に対外進出を進めたことは、当然なが

ら中国経済にプラスの影響を及ぼしているが、中国企

業が進出した先では中国企業のやり方や資源開発が懸

念を生んでいる。中国が何かをすることによって被る

否定的な影響も大きくなっている。そこで、中国国内

の改革開放という視点を超えて、中国と周辺諸国を運

命共同体と捉え、その全体の発展に中国が責任を持つ

という大きな物語を提示することで、今までのネガテ

ィブなイメージを改善したいところもあるのではない

だろうか。 

第三に、「一帯一路」構想の国際秩序への影響について。

先ほど、戦略か否かという話が出ていた。「一帯一路」

はやはり構想ではあるが、もう少し広い目で見ると、

国家としての大きな戦略だと言える。習近平政権が

大々的に表明し、2015 年には中国外交の重点として格

上げされている。プランだけとは言い切れないだろう。

さらに特徴的なのは AIIB という国際開発金融機関を

中国が創設したことだ。AIIB は中国が国際的な場での

関与の仕方を質的に変えてきた一つのケースとして捉

えることができると思う。金融面においても重要な意

味がある。中国は人民元の国際化を一気に進めるとい

うわけではないが、将来的な目標として掲げている。

先ず、そのステップとして「一帯一路」の地域におい

て人民元を基軸通貨とは言わないまでも決済通貨にす

ることを考えている。それが国際金融にどのような影

響を及ぼしていくのか、注目していくべきだろう。中

国は、「一帯一路」を通じて提示する地域協力の新しい

枠組みは TPP とは違う概念であるということも強調し

ている。 

後に、国際秩序と「一帯一路」の関係をどのよう

に考えるか。私は、中国は既存の国際秩序の中にいる

ことにメリットがあるので、あえてそこから出ようと

考えてはいないとみている。ただし、既存の秩序とい

うのは中国にとってかなり不合理な面があると中国が

考えていると思う。そこで、中国が今できることをや

ろうということで開発金融の分野で AIIB を創設し、既

存の秩序を部分的に修正しようとしているのではない

だろうか。 

習近平政権は「一帯一路」構想を非常に重要視して

いる。逆に言えば、次の政権ではどうなるか分からな

い。経済圏の構築がメインとなっているが、勿論、そ

れ以外の面も合わせ持っている。先ほどの議論にも通

じるが、この構想の中で日本がどのように位置付けら

れているかがよく分からない。今後、何らかの動きや

文書なりで見えてくるところもあるかもしれないが、

そこについても引き続き注目していくべきかと思う。

駆け足で申し訳ないがこれで終わりにさせていただく。 

 

（瀬口） 

たいへんコンパクトで素晴らしいプレゼンテーショ

ンをありがとうございました。周先生、渡辺先生のプ

レゼンテーションを伺って、国際社会で何か良いこと

をしていこうという中国としての意気込みはいろいろ

な部分で出ているのだろうけれど、それが「ナラティ

ブ」としてうまく伝わっておらず、先ずそこからが改

善されるべき問題なのかもしれないと思った。丁度今、

中国は為替マーケットで人民元安を食い止めようと一

生懸命になっているが、何故か反対に人民元安を誘導

しているように誤解されてしまっていて、世界の金融

マーケットを混乱させている。その姿と「一帯一路」

に関する稚拙な部分とが重なって見えるような気がす

る。それでは津上さん、お願いします。 

 

（津上） 

 「一帯一路」も AIIB も、当初のふれこみからは大分

ずれてきているが、日本は現実的な変化をうまく認識

しきれていないのではないかと感じる。各論について

少しご紹介したい。 

 日本ではアジアインフラ投資銀行は「一帯一路」の
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ための銀行だと思われている方が多い。勿論、重なる

ところもあるが、AIIB は「一帯一路」のために作られ

たわけではない。むしろ AIIB のために作られたのは、

もう一方のシルクロード基金だ。今の日本の主流の論

調をみていると、AIIB を「目の敵」にしすぎなのでは

ないかと思う。確かに、 初の AIIB のプランは変で、

一国が半分を出資するなど国際開発金融機関とはいえ

ない、あまりに中国色が強すぎると誰もが思っていた。

しかし同時に、国際開発金融に関する米国の身勝手さ

に対する不満も相当、充満していた。米国も含めて議

論したはずの世銀の改革案などが「米議会を通らない

から」と潰され、お蔵入りになってしまう。「何様のつ

もりだ」という不満は相当にあったはずだ。 

しかし日本のメディアは“とんでも中国”のことは

報じても米国の身勝手は報じない。結果、世界で 50 数

カ国が AIIB に参加すると手を挙げたときに、慌てふた

めいてしまうという醜態を晒した。それは報道姿勢が

偏っていたからだろうと思う。 

AIIBにヨーロッパから多数の参加を得られたのは中

国にとっては想定外、嬉しい誤算で、それによってAIIB
が随分変わったところがあるのだが、それも認識も報

道もされていないと思う。例えば、議決権だ。AIIB は

中国が拒否権を持っていると目の敵のように報じてい

たが、もし日本が GDP 割で AIIB に参加する日が来た

ら、いま 26%強の中国の議決権は間違いなく拒否権の要

件である 25％を割り込むので、拒否権も消滅する。自

らの議決権と拒否権の要件をそのような水準に設定し

たことには意味深なものを感じる。欧州勢のように「声

の大きな少数株主」が AIIB にドッと入ってきたので、

もはや中国も当初考えていたような勝手な運営はでき

なくなってきたのではないか、むしろ、シルクロード

基金も別にあるので、「AIIB の方は国際貢献専念でも構

わない」という風に変わってきたのではないだろうか。 

世銀やアジア開銀にしてみたら、もし「AIIB に声を

かければ必ず協調融資に乗ってくれる」という関係に

なったら、いまは資本金不足で業務を拡大できないと

ころを、いわば「レバレッジをかける」ように緩和で

きる。これは渡りに船、Winwin 関係としてあり得るか

もしれない。 

中国の中でみると、シルクロード基金と AIIB には確

執というか競争関係があるのだが、シルクロード基金

の方が優勢的な部分があるように思う。単独で作って

いるので意思決定が速く、株主は国家開発銀行や中国

輸銀など海外投融資の実務経験が豊富な人たちだ。そ

のため、海外とのパイプ、チャンネルという点でもシ

ルクの方が優勢になる。そうなると AIIB はプロジェク

ト探しに苦労するかもしれず、世銀、アジア開銀との

協調融資事業にメリットを感ずるかもしれない。 

他方で、中国がこれまでやってきた援助事業をシル

クロード基金が引き継ぐような気もする。株主がそう

いう人たちだからだ。引き継ぐことになるか、ならな

いか。そこが「一帯一路」の具体的構想に大きな影響

を与えるかもしれない。 

中国が国益を存分に追求するようなつもりで作った

シルクロード基金だが、こちらも 近、変化が出てき

ている。やっていることが非常に手堅く、損が出ない

ような事業ばかりをやっている。1号案件はパキスタン

のダムで、これはいかにも「一帯一路」イメージの事

業だったが、2号案件はピレッリ（イタリアのタイヤメ

ーカー）買収に係る共同投資への参加だった。3号目は

ロシアの既存LNG事業の持ち分の譲り受けで、二件目、

三件目はまるで金融投資家のする投資のイメージだ。

そういう投資なら損失は出なさそうだが、こんな投資

をいくらやっていても（事前の触れ込みだった）中国

製鉄業の仕事は増えない。そう変わってしまった理由

は、「国内が不況なのに、海外に大盤振る舞いのバラマ

キをするのはいい加減にしろ」という国内の不満、い

わば「タックスペイヤーの不満」の声が相当大きくな

っているからだと思う。そうなると、結局、当初のエ

ッジの立った構想は「角が取れて」なるようにしかな

らないという風に収斂していくような気がする。そう

いう意味においても、当初、我々は AIIB や「一帯一路」

に強烈な印象を抱いたが、もう一度、現状はどうかと

いう目で、いちど貼ったレッテルを剥がして見直して

みてもいいと思う。 

情報の多い AIIB は目の敵にする一方、より手強いシ

ルク基金については情報が乏しいせいでノーマーク、

という姿勢はいかがなものだろう。AIIB については国

際協調的な金融機関になっていく可能性もあるので、

むしろ、共同コラボをするというように関わっていっ

たらどうか。ビジネスという観点からも、日本企業は

シルクロード案件に積極的に営業していけばいいと思

う。中国はこれから重点的にやると言っている。世界

経済が厳しい中、伸びない時期に伸びられる部分だ。

商売になるかもしれない。 

2016 年の世界経済はかなり厳しいので、「一帯一路」

対象国の中には海外の借金が返せず、救済が必要な国

が出てくるかもしれない。その時に、「一帯一路」がそ

のような国を助けるかというような難問を突きつけら

れる可能性があるかもしれない。「援助」的に振る舞え

ば、中国は拍手喝采を浴びるだろうし、「投資」なので

回収できない案件は嫌だと言えば、相手国から「その

程度か」と思われるだろう。そういったあたりも今後

の見どころだと思う。 

時間を超過してしまった。これで締めさせていただ

く。 

 

（瀬口） 

AIIBの位置づけに関するご指摘と日本企業にもチャ

ンスがあるとのご指摘に 100％賛同だ。危ないところも

出てきているという 後の問題提起についても、時間

が許せば皆で議論していきたいポイントだ。 後に李

さん、お願いします。 

 

（李） 

 今日は「一帯一路」の手段、先導役の一つとされる

「中欧班列」－ユーラシア横断鉄道貨物輸送、定期輸

送の概要について手短に紹介させていただく。 
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 「中欧班列」とは、中国とヨーロッパの間に開通す

る国際定期貨物列車のことだ。「班列」が定期列車を示

す。中国と中央アジアを結ぶ「中亜班列」という定期

貨物列車も存在するが、中欧班列のサプライナーとし

て位置付けられているので、ここでは省略する。 

 2011 年に 初の路線ができ、4 年程経った昨年末で

20 以上の路線が開通している。「中欧班列」がユーラシ

ア大陸における新しい国際物流基幹ルートになるかど

うか、ひいては新しい経済圏を構築するための牽引力

になるかどうか注目を集めている。 

 中国－ヨーロッパ間の国際鉄道輸送は20世紀初頭に

遡る。帝政ロシアの建設した「中東鉄道」は後の「満

州鉄道」で日本ではよく知られている。1955 年に開通

した中国、モンゴル、ロシアを結ぶ「中モ露鉄道」、1990

年に開通したチャイナ・ランド・ブリッジ。この 3 つ

が今日の「中欧班列」のためのインフラのベースにな

っている。運行中の「中欧班列」サービスについて、

主要な15路線の概要をこちらの表にまとめたのでご覧

いただきたい。各路線の名称は、出発駅の所在都市の

略称にちなんで付けられることが多い。例えば、“渝新

欧”の“渝”は出発地の重慶、“新”は経由地の新疆、

“欧”はヨーロッパだ。終着地はドイツやポーランド

が多いが、ロシア、チェコ、スペインもある。走行距

離はおよそ 10,000km 前後、一番長いのはスペインまで

の 13,000km。所要時間は大体 10～20 日。時間短縮が一

番大きなメリットだ。赤でマークしているのは主要な

出発駅の所在都市、青でマークしたのが通過する国境

駅である。 

これら「中欧班列」を出発駅と貨物の集荷範囲とい

う 2つの軸で分類すると 4種類に分けることができる。

一つは内陸発の域内貨物依存型で、域内に貿易財を量

産できる産業集積があり、安定的に定期輸送を維持す

るための貨物を確保しやすい。例えば重慶を起点とす

る渝新欧はこのタイプだ。二つ目は沿海発の域外貨物

依存型で、実はこれは従来あったｼｰ＆ﾚｰﾙ複合一貫輸送

サービスのバージョンアップのようなものだ。中欧班

列のコンセプトが誕生する以前から存在している。海

上輸送の欧州航路より大幅に時間短縮できるというメ

リットがあり、日本企業、韓国企業も多大な関心を寄

せている。3つ目は内陸発の域外貨物依存型。これは交

通要所にある物流ハブに広域的に集めた貨物を中欧班

列に積載するというコンセプトで、国内の鉄道コンテ

ナ輸送と中欧班列とのリンケージが重要だ。これはそ

のリンケージの概念図で、広域的に荷物をハブに集め

て載せるイメージを表している。これはハブとしての

18 か所の主要なコンテナターミナルの所在地だ。 

後の沿海発の域内貨物依存型は、沿海の主要都市

を起点とする中欧班列だ。これらの地域には輸出指向

型の産業が集積しているので貨物が十分にある。ただ、

外航海運サービスが発達しているので、中欧班列はあ

くまで補完的輸送手段に留まるものと思われる。 

中欧班列の優等生は“渝新欧”だ。ダイヤを見れば

分かる通り、欠便が殆ど無く、むしろ毎月、増便され

ている。 

注目を集める中欧班列ではあるが、問題も山積して

いる。たった 4年という短期間で 20 以上もの路線が乱

立し、輸送サービスの差別化が難しく、運賃競争にな

らざるを得なくなり、実際、集荷競争は日々、過熱し

ている。より構造的な問題もある。インバウンドとア

ウトバウンドのインバランス問題だ。つまり行きは満

杯だが、帰りは空っぽというような状態だ。収益性の

問題も深刻である。20 以上の路線のうち 1 路線だけ採

算が取れているが、他の路線は軒並み赤字で、政府の

補助金で赤字を補てんしている状況だ。勿論、新しい

輸送サービスを育てる段階での営業赤字は珍しいこと

ではない。しかし補助金を使いながら運賃競争すると

いうのはやり過ぎだろう。流石に中国政府も放置して

はおけない様子で、路線乱立と過当競争を是正するた

めに、統合化とネットワーク化の取り組みを進めてい

る。 

統合化の取り組みでは、ブランドやロゴを統一した

り、バックオフィスの体制を統合したり、ルートを 3

つのルートに集約する。しかし、どのように 3 つのル

ートに集約するかはまだ具体策が出ていない。ネット

ワーク化とは、「１＋Ｎモデル」と言い、一つの幹線に

複数の支線からなるネットワーク型の路線を構築する

というものだ。輸送サービスのカバー地域を拡大する

ことで収益性を高める狙いがある。 

さて、中欧班列はユーラシア大陸における新しい国

際物流の基幹ルートになりえるだろうか。重要なのは

荷主企業の物流ニーズだ。ユーザー企業の視点から考

えるべきだろう。“遅すぎる海運”と“高すぎる空運”

の中間にある輸送サービスを創出することで、ユーザ

ーの選択肢の幅を増やし、それによってユーザーの一

定の支持を得ることが可能になると思われる。特に、

グローバルサプライチェーンが重要となる国にとって

は、ますます大きな利便性が提供されるだろう。中欧

班列の積荷の構成をみると、 初は電器、電子製品だ

けだったのが自動車部品やアパレルや雑貨、加工食品

など諸々の商材を乗せるようになっている。種類が増

えてユーザーが増えると輸送サービスが安定してくる。

そしてコストが下がれば、またユーザーがさらに増え

る。このような好循環が見え始める。 

もう一つ、中欧班列に追い風となる現象がクロスボ

ーダーのネット通販だ。ネット通販の輸送手段は空運

がメインだが、取扱商品のラインナップが豊富になれ

ばなるほど鉄道輸送に乗せる商品が増えてくる。この

ままネット通販の急成長が続くようであれば、中欧班

列の中心的貨物になるだろう。 

 

 
 

後に、「一帯一路」構想に関して中欧班列は一体、

どのようなインパクトを与えるだろうか。そう問われ
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れば時期尚早だと答えざるを得ないが、もし、現在運

行中の中欧班列の何本かが定着し、国際物流の動脈に

なれば、中国、中央アジア、ヨーロッパの経済関係は

より緊密化するに違いないと思う。鉄道業界ではこの

ような諺がある。「列車が動けば黄金も転がってくる。」

鉄道は誕生して以来、常に単なる輸送手段としての役

割だけでなく、経済連携の紐帯として機能してきた。

「一帯一路」構想と中欧班列が今後、どのように連動

しながら展開いくか注目していきたい。ご清聴ありが

とうございました。 

 

（瀬口） 

ビジネスマインドで中国を見るときに新しいチャン

スが見えてくるような素晴らしいプレゼンテーション

だった。 

4 名のパネリストの方々のプレゼンテーションは以

上であるが、壇上の皆さんから、何か自由な質疑等は

あるだろうか。宜しければ会場の皆様にご意見、ご質

問等をお伺いしたい。 

 

（フロア１） 

私は産業界の出身で、定年退職後、大学で研究員を

やっている。 

山本先生のスライドの 14 頁、15 頁で伺いたいところ

がある。先ず、14 頁の Geo-economics の説明で「Game 

Player から Game Maker へ、しかし Decision はまだや

らない」という「まだ」に引っかかった。いずれはや

るというようにお考えなのか、仮にそれをやろうとす

ると、いつ頃やろうとしているのだろうか。丁度、今

「China2049」を読んでいるので、その本に引きずられ

たところは否めないのだが。もう一点、Geo-history の

ところの「3割国家」というのは三国志からもってこら

れたのだろうか。 

 

（瀬口） 

 もうお一方のご質問も一緒に受けさせていただく。 

 

（フロア２） 

周先生に伺いたい。「一帯一路」構想には何が必要か

というところで、制度、資金、人材、資源…と挙げら

れる中、特に環境問題が重要要素であるとされていた。

私が思うに、単に「一帯一路」と線を引くのではなく、

中国の国内問題である地域格差や、人民日報にもある

ように地域の発展階層と戦略の第3段階が「一帯一路」

だと思う。従って、格差の是正や技術、環境問題、自

然といった問題が融合されていかなければ構想は単な

る線に終わり、エリアとしても伸びていかないのでは

ないか。フレームワークの構築が重要だと思うのだが

その辺についてどのようにお考えか。 

 

（山本） 

ご質問ありがとうございました。 

中国が将来、どういう行動を取るかについてはいく

つかの形が想定できる。Game Player というのは、米国

が第 2 次大戦後に作った経済システムルールの中に中

国が入ってきて、そのルールの中で行動していくとい

うこと。Game Maker というのは中間的というか、既存

のルールを基本としながら、それを根本的には変えず

に新しい Rule Making をしていくということだと考え

ている。2001 年、中国が WTO に入る時、今は WTO のル

ールに従うが、10 年後はルールを変えると言ったとか

言わないとかあったが、それも Game Changer ではなく

Joint Rule Maker としての中国だと思う。貿易でも投

資でも ODA でも、中国が現在ある基本ルールを 180 度

変えるということはないと思う。まだというより永遠

になく、あるとすれば基本ルールの下で、中国がどれ

くらい強い影響力を発揮するかというところだろう。 

3割国家については、アヘン戦争の20年前の1820年、

世界全体の GDP で中国が占める割合が 30％だとしてい

た統計資料があったことから、中国がうまくいった時

の“行きつく先”的な考え方（自己イメージ）を 3 割

国家と表現した。歴史を将来像/ヴィジョンのメルクマ

ークにするという、Geo-history とも呼べる傾向が中国

に見られるということを考えた時、歴史の事実を政策

（戦略）目標化して、そこに至る過程のナラティブを

中国は作り出す、というのが私の意図だった。 

 

（周） 

貴重なご意見をありがとうございます。 

中国はまず国内問題にしっかり対応しないといけな

いと思う。格差問題、腐敗問題などいろいろあるが、

クリーンに対応していかないと 後は失敗するかもし

れない。中国では環境問題が非常に深刻で、大気汚染

よりもっと深刻な土壌汚染と水質汚濁、生態系の破壊

といった問題を抱えている。目には見えないが命に係

わる非常に重要な問題だ。中国が国際的に先進国のル

ールに参加し、解決していくということが大事だろう。

国内問題の解決は改革開放政策以来、中国が顕示し続

けていることで、資金、技術、人材的にも周辺国と連

携して過去の栄光を取り戻せるか、またそれにより中

国自身の復興を助け、ひいては地域全体の繁栄に寄与

できるか。そういったことが「一帯一路」の主な狙い

だと思う。しかしこれらは全て立体的かつ多元的な問

題だ。中国とその周辺国、中国自身、米国との相関関

係といった空間的関係が「一帯一路」の勝負を左右し

得ると思う。あまり答えになっていなくて申し訳ない。 

 

（瀬口） 

 時間を超過したため、これで締めさせていただきた

い。全体を通して非常に素晴らしい基調講演とプレゼ

ンテーションをいただき、私自身もたいへん勉強にな

った。今一度、皆様に拍手を（会場・拍手）。本日は長

丁場にも関わらず、皆さまにはたいへんありがとうご

ざいました。 

 

（了） 
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2．講演資料（講演順） 

 

① 高原明生 
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② 山本吉宣 
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③ 周 瑋生 
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④ 渡辺紫乃 
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⑤ 津上俊哉 
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⑥ 李 瑞雪 
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