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「一帯一路」構想の展開と日本への示唆

はじめに
　中国は長年にわたる高度成長期を経て、1人当
たりGDP 8,600 ドル（2017年）の「中所得国」
となった。しかし、その一方でさまざまな課題が
顕在化してきており、経済構造転換が求められる
段階に至っている。具体的には、従来のような生
産要素（資本、労働力）投入の拡大に頼る成長方
式を改め、①成長速度を落とした上で、②経済構
造の絶えざる最適化、グレードアップ、③成長エ
ンジンの生産要素投入拡大からイノベーション（技
術革新）への転換、を図ることが必要になってい
るといえよう。
　一方、対外経済面では、中国の貿易・投資関係
が大きく変化するとともに、従来有していた競争
優位（コスト優位）が失われつつあり、これに対

応して対外経済政策の調整が図られている。本稿
が対象とする「一帯一路」構想（中国語：イニシ
アチブ）もその一環である。以下では、上記した
ような中国経済理解を踏まえながら、同構想のこ
れまでの展開の概況を整理し、明らかになってき
た課題と、日本や世界に対して有している示唆に
ついて分析を試みる。

「構想」の提起と意図
　2013年 9月に中央アジア諸国を歴訪した習国家
主席は、カザフスタンでの演説で「シルクロード
経済帯」建設構想を提起したのに続いて、10月の
東南アジア諸国連合（ASEAN）歴訪時に「21世
紀海上シルクロード」の建設を提案した。以後、
両者は統一された「一帯一路」構想（以下「構想」）

Point
❶  「一帯一路」構想は、外交政策であるだけでなく、「中所得国の罠

わな

」に対応した新しい対外経済政策、
経済構造転換政策でもある。

❷  経済的効果として期待されるのは、第一にインフラ整備による産業集積形成であり、第二に中国か
らの直接投資増加である。

❸  提起後5年が経過し、中国と援助・投資受け入れ国の思惑の食い違いや既存の多国間枠組みとの調
整など課題も顕在化している。
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と呼称されることになる。
　このように、「構想」の第一の特徴は、国家指導
者によるトップダウン方式で提起された後、各方
面で議論が本格化し、新しい発展構想としての内
容が付与されていったことである。第二の特徴は、
「構想」が対象国（中国語：沿線国）の参加と共同
発展を強調していることである。このことは、「構
想」の初の公式文書である「シルクロード経済帯
と21世紀海上シルクロードの共同建設推進のビ
ジョンと行動」（15年 3月に国家発展改革委員会、
外交部、商務部が共同で公布。以下、「ビジョンと
行動」）が「基本理念」として①平和協力、②開放
と包容、③相互学習、④相互利益をWin-Win、さ
らに「5原則」として①国連憲章・平和共存5原則、
②開放・協力、③調和と包括性、④市場を通じた
運営、⑤相互利益とWin-Win、を掲げていること
からも読み取れよう。第三の特徴は、「構想」を資
金的に支えるためにアジアインフラ投資銀行
（AIIB）に代表される国際金融機関を設立してい
ることである。AIIBの資本規模は 1,000億ドルで
先行して設立されたBRICS新開発銀行の同500
億ドルを加えるとアジア開発銀行（ADB）の
1,635 億ドルに比肩し、加盟国数87カ国（本稿執
筆時点）はADBの 67カ国・地域を上回っている。
　図表1に「ビジョンと行動」が言及している「重
点協力分野」と「協力メカニズム」を示す。また、
図表2に「構想」の対象国を示す。対象国につい

ては、確定した公式見解はないが、その波及範囲
をイメージするために掲げておく。

「構想」と新対外経済政策
　冒頭で記したように、「構想」は新しい対外経済
政策の一環と理解できるが、その登場の背景をも
う少し詳しく見ると、中国の対外経済ポジション
の大きな変化がある。第一に挙げられるのは、貿
易関係の多角化である。試みに16年の対外貿易
（貨物輸出入）額の国・地区別シェアを見ると、
EU14.8％、アメリカ 14.1％、ASEAN12.3％、日

図表 1　「ビジョンと行動」における重点協力分野と協力メカニズム

出所：「シルクロード経済帯と21世紀海上シルクロードの共同建設推進のビジョンと行動」より筆者作成

重点協力分野

①政策の調整 ② インフラの接続（交通、エネルギー、
光ファイバーケーブル） ③貿易手続きの利便化

④情報交換の強化 ⑤貿易分野の開拓 ⑥投資の利便化

⑦新興産業分野での協力 ⑧産業チェーンの合理化 ⑨ 対象国企業の対中投資、中国企業の
対象国投資の奨励

⑩資金協力 ⑪金融監督・管理の協力 ⑫国民レベルの相互理解促進
⑬相互の留学生規模拡大 ⑭観光協力 ⑮伝染病情報の共有
⑯科学技術協力の強化 ⑰若年層の就業・起業支援 ⑱交流における政党・議会の役割強化
⑲民間組織の交流協力の強化
協力メカニズム
① 2国間協力
②多国間協力 上海協力機構（SCO）、中国ASEAN10+1、アジア太平洋経済協力（APEC）、

アジア欧州会合（ASEM）、アジア協力対話（ACD）、アジア信頼醸成会議（CICA）、
大メコン・サブリージョン経済協力（GMS）、中国アジア地域経済協力（CAREC）
など

図表 2　一帯一路沿線国リスト

出所：王永中，李曦晨《中国对“一带一路”沿线国家投资的特征与风险》
http://www.cssn.cn/jjx/jjx_gzf/201511/

W020151130796447771290.pdf

地域 国家
北東アジア（1） モンゴル

中央アジア（5） カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニス
タン、キルギス、タジキスタン

東南アジア（10）
インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム、
シンガポール、フィリピン、ミャンマー、カン
ボジア、ラオス、ブルネイ

南アジア（8）
インド、パキスタン、バングラデシュ、スリラ
ンカ、アフガニスタン、ネパール、モルディブ、
ブータン

西アジア（18）

サウジアラビア、イラン、イラク、アラブ首長
国連邦、オマーン、カタール、トルコ、クウェー
ト、バーレーン、イスラエル、エジプト、キプ
ロス、ヨルダン、レバノン、シリア、パレスチナ、
イエメン共和国、ギリシャ

独立国家共同体（7） ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、グルジア、アゼルバイジャン、アルメニア、モルドバ

中東欧（16）

ポーランド、ルーマニア、チェコ、スロバキア、
ブルガリア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、
スロベニア、エストニア、クロアチア、アルバ
ニア、セルビア、マケドニア、ボスニア・ヘル
ツエゴビナ、モンテネグロ
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本7.5％、と多角的である。第二に挙げられるのは、
中国が外国直接投資を受け入れると同時にほぼ同
規模の海外直接投資を行っていることである。16
年の外国直接投資受け入れ額は1,260億ドル、海
外直接投資額は1,701.1 億ドルで、両者ともアメ
リカに次ぐ世界第2位となっている。こうした変
化が対外経済政策に求めるのは、①多角化した貿
易をカバーできる、より広域な自由貿易協定
（FTA）であり、②自国の投資を守る投資保障条
項を含む高度なFTA、ということになる。
　実際、近年の中国の対外政策も①②を指向する
ものであったが、世界のFTAの趨勢は、関税低
減を主とする旧来型FTAから環太平洋経済協定
（TPP）に代表されるような、全般的規制緩和を
軸とするより高度なものへと変化したことから、
一段と踏み込んだ対応が必要な状況となっていた
のである。
　筆者の理解では、これに対し中国が第一に打ち
出したのが上海など4地域（その後拡大）に設立
された自由貿易試験区実験であった。これは、そ
の内容があまり知られていないと思われるので、
やや詳しく紹介しておこう。
　同実験では、対外開放が不十分であったサービ
ス分野を中心に投資業種制限の緩和や各種手続き
の簡素化・利便化が目指されており、特にアメリ
カとの規制緩和交渉（米中戦略経済対話）を意識
しながら、その内容を実験区という特定地域で試
行してみるという意義付けがなされていた。なお、
アジア経済研究所が経済地理シミュレーションモ
デル（Institute of Developing Economies-
Geographical Simulation Model:IDE-GSM）
を用いて上海社会科学院と行った共同研究では、
自由貿易試験区の実験措置が広範かつ迅速に実行
された場合には、中国のGDPに対し明確な押し
上げ効果が期待できるという結果が得られており、
実験区の意義は大きい（参考文献1）。
　ただし、同効果を地域別に細かく見ると、その
波及範囲は沿海地域に集中し、内陸地域には及ば
ないという問題点も見て取れる。「構想」は、自由

貿易試験区実験のこうした限界を補い、内陸地域
の経済発展を支援する意図を持っている。図表1
に示したような、対象国とのより広範なFTAそ
の他の経済協定の締結、中国－対象国－欧州を結
ぶ交通インフラの改善などは、内陸地域経済に対
して押し上げ効果を持ちうる。
　地域の経済発展に対する効果に注目して述べれ
ば、自由貿易試験区実験は、すでに中所得国レベ
ル（1人当たりGDPが 1万ドル水準）に達した沿
海地域が、世界的FTAの趨勢にキャッチアップ
し、「中所得国の罠」（中所得国が高所得国になる
ためには制度的革新や産業構造転換が必要だが、
経済的・社会的原因から、なかなかそれが果たせ
ない状態）を、規制緩和の推進によって回避する
ための施策だといえる。一方「構想」は、依然と
して大きな沿海地域と内陸地域の格差を縮小し、
同時に重厚長大部門を中心に蓄積されている過剰
生産能力の対外移転（輸出と投資）を促し、さら
には、本格化する中国企業の海外投資を支援する
ための施策である。二つの施策はその方向性も内
容も異なるが、いずれも中国の現実が必要として
いるものである。両者を同時に推進することには
合理的理由があるといえよう。

「構想」の経済効果
　図表1から見て取れるように、「構想」の重点の
一つは、各種のインフラ整備によってその周辺に
産業集積を形成することである。その代表例が、
中国と欧州をつなぐ物流ルートを整備することで
重慶への産業集積を促進している渝新欧（重慶－
新疆－欧州）鉄道である。同ルートは、もともと
は重慶周辺のPC産業、自動車産業が求める欧州
との直通ルート確保の要請から整備が始まったが、
①輸送量の増加、②輸送効率の向上、③輸送コス
トの低減、がさらなる産業集積をもたらす好循環
を生んだ。各項目を見ると、①2017年に欧州と
のコンテナ列車が往復2,800列車（この数値のみ
全国、以下は重慶の数値）運行され、②輸送時間
は片道16～ 20日から 13日程度へ短縮、③1コ
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ンテナ（40フィート標準）当たり輸送費が9,000
ドルから 6,000 ～ 7,000 ドルに低減している。
③について補足すると、海運の同3,000～ 4,000
ドルより高いものの、海運は約3倍の時間を要す
る。時間を優先する高付加価値の貨物であれば、
鉄道ルートが選択肢となりうる水準である（輸送
費は、16年 7月に筆者が渝新欧物流公司で行った
ヒアリングによる）。
　ただし、同ルートは中国－欧州をノンストップ
で結ぶもので、途中での貨物積み降ろしは想定し
ていない。ルート沿線に産業集積を生むためには、
別の工夫が必要である。その一例が、「域外貿易合
作区」（以下、「合作区」）と呼ばれる中国式工業団
地である。「合作区」プロジェクトは「構想」に先
駆けて08年にスタートしたもので、16年末時点
で 36カ国、77カ所、うち「構想」対象国では、「一
帯一路」諸国20カ国 56カ所が開設済みである（参
考文献2）。なお、「合作区」は、「ビジョンと行動」
においても建設の推進がうたわれている。
　前述したとおり、中国の海外直接投資額は16年
のフロー額（1,701.1 億ドル）でアメリカに次ぐ世
界第2位、同年末の累積投資額（1兆 3,574億ドル）
で世界第6位となっている。図表3に投資地域別
構成額を示す。アジア向けがほぼ70％を占めるが、
これは香港経由の投資を含むためで、香港以降の
最終投資先が把握できない点に留意が必要だ。

　「構想」対象国への投資は、16年に 148.2 億ド
ルと全投資額の約8.7％でまだ大きいとはいえな
いが、09年以降の伸び率は平均20.2％とその潜在
性は大きい。対象国向け投資の業種別の統計はな
いが、「合作区」の例を見ると、①中国企業が比較
優位を有しているが失いつつある業種：軽工業、
家電、繊維、アパレルなど、と②中国で生産能力
過剰、ないし比較優位を失っている業種：鉄鋼、
電解アルミ、セメント、厚板ガラスなど、が中心
になっている。今後も、こうした業種の海外移転
が続くと見てよいだろう。

「構想」の課題と日本・世界への示唆
　2017年 5月に北京で開催された「一帯一路国際
協力サミットフォーラム」には、130カ国以上が
参加し、うち29カ国は首脳を送り込んだ。日本
からも、二階・自由民主党幹事長が出席し、「構想」
は名実ともに本格化の段階を迎えたといえる。一
方で、提起以降4年余を経て、その課題もまた見
えてきている。
　第1は、中国と「構想」対象国の思惑の食い違
いである。全体として「構想」プロジェクトは外
交政策との関連性が強く、外交関係によって両者
の思惑が食い違うことは避けがたい（図表4）。第
2は、既存の多国間枠組みとの関係調整である。

図表 3　 中国の地域別対外直接投資累積額構成
（2016 年末）

出所：『2016年度中国対外直接投資統計公報』より筆者作成

アフリカ2.9%

EU6.4%

ラテンアメリカ15.3%

北米5.6%
大洋州2.8%

アジア67.0%

図表 4　 中国の援助で建設されたハンバントタ港
（スリランカ）。

  完成後、債務と引き換えに中国に長期貸与
されることになった。

出所：筆者撮影
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例えば、中央アジアにはロシアが構築してきた経
済上、安全保障上の多国間機構が存在する。前者
の代表はEAEU（ユーラシア経済連合；ロシア、
ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス。
候補国タジキスタン）、後者の代表はCSTO（集
団安全保障条約機構；ロシア、アルメニア、ベラ
ルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタン）
である。中国はロシアを含むSCO（上海協力機構；
ロシア、中国、カザフスタン、キルギス、タジキ
スタン、ウズベキスタン、インド、パキスタン）
を重視してきたが、「構想」はその範囲を超えてい
る。各機構の加盟国、特にロシアとの関係調整が
必要である。第3は、第 2と関連するが、「構想」
で2国間、多国間にまたがるプロジェクトを実施
する場合の調整機構がないことだ。中国自身、こ
うした課題を自覚し、外交努力を開始している。
例えば、習国家主席がロシアを訪問した際（2017
年 7月）の共同声明において、「一帯一路とユーラ
シア経済連合との連携」がうたわれた 。ただし、
連携の実現には年数を要する。改めて中国の外交
力が問われよう。
　「構想」に対して、どちらかというと否定的だっ
た日本政府の姿勢は転換している。2017年 12月、
内閣府、外務、財務、経産、国交の各省庁が、日
中経済協会の会議席上で共同説明の場を設け、「構
想」を念頭に「第三国における日中民間経済協力」
推進という方針を表明した。そこで挙げられた協
力の例示には、①省エネ・環境協力、②産業高度化、
③アジア・欧州横断での物流活用、等がある。
①については、日中経済協会など複数のルートの

活用が可能である。②については、例えばタイの
東部経済回廊などの工業団地近代化への協力、発
電・産業近代化に日本が高効率ガス・石炭火力発
電技術を提供することが想定できる。③について
は、前述した中国＝欧州直通貨物列車ルートの利
用が考えられ、これはすでに複数の日系物流企業
が構想し、顧客に提案できる段階になっている。
いずれも実現可能性が高く、今後は企業レベルの
協力・提携が進むものと思われる。実際に日中双
方の企業が多数進出している東南アジアでは、こ
うした実例に事欠かない。
　第2期の基盤を固めた習近平政権により、「構
想」は、中長期的に継続されると予想できる。そ
の実施によって対象国・域内関係国間の貿易・投
資が増加し、次第に中国を中心とする経済圏（人
民元圏）が形成されていく可能性が強い。アメリ
カの保護貿易主義強化など、国際経済環境の先行
きは不透明さを増しているが、中国による経済圏
形成の動きは継続しよう。日本としても、それを
前提として対中国経済政策のみならず、「構想」関
係国向けの政策を構築していく必要がある。
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