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本報告の構成	

• １．「一帯一路」の機会：
Opportuni3es	
• ２．「一帯一路」の課題：
Challenges	
• ３．「一帯一路」の前景：
Prospects	



一帯一路：最新の定義	

•  先ごろ中国は「一帯一路」（シルクロード経済ベルトと
21世紀海上シルクロード）国際協力サミットフォーラム
を成功のうちに開催した。参加した各国は共同協議、建
設、共有の精神に従い、政策の意思疎通、施設の相互接
続、スムーズな貿易、資金の融通、民心のつながりを促
す面で多くの成果を収め、ガバナンスの新たな理念、協
力の新たなプラットホーム、発展の新たな原動力を築く
ため努力している。これはＧ20の趣旨と高度に合致して
いる。	

•  2017年7月7日、ハンブルグ、G-20サミットにおける習近
平演説、「日刊中国通信７月１１日」	



トランプと習近平：最新の意見交
換	
•  習氏は次のように指摘した。中米経済協力100日計画は
重要な進展を収め、双方は１年間の協力計画を話し合っ
ている。双方は両国の経済関係の健全かつ安定した発展
を共に推進しなければならない。（中略）習氏は、双方
は互いの核心の利益と重大な懸念を尊重し、意見の相違
と敏感な問題を適切に処理しなければならないと強調し
た。	　	

•  トランプ氏は次のように述べた。習主席と良好な業務関
係を築いたことを非常に喜んでいる。現在、米中関係は
良好に発展している。中国は米国の重要な貿易パート
ナーであり、また国際的に重要な影響力のある国である。
米国は中国と各関係分野の対話と互恵協力を拡大し、重
大な国際・地域問題での意思疎通と協調の継続を願って
いる。	

•  「日刊中国通信７月１１日」	



Trump	on	the	record	
•  PRESIDENT	TRUMP:	Well,	thank	you,	Mr.	President.	(・・・）	We	
are	developing,	and	have	developed,	a	wonderful	rela3onship.	I	
appreciate	the	things	that	you	have	done	relevant	to	the	very	
substan3al	problem	that	we	all	face	in	North	Korea	--	a	problem	that	
something	has	to	be	done	about.	And	I'm	sure	that	whether	it's	on	
trade	or	whether	it's	on	North	Korea,	or	any	of	the	many	things	that	
we	will	be	discussing,	we	will	come	to	a	successful	conclusion.	

•  Trade	is,	as	you	know,	as	very,	very	big	issue	for	the	United	States	
now,	because	for	years,	and	certainly	over	a	long	period	of	3me,	
many	things	have	happened	that	have	led	to	trade	imbalances.	And	
we‘re	going	to	turn	that	around.	And	I	know	that	China	in	par3cular,	
which	is	a	great	trading	partner,	we	will	be	able	to	do	something	
that	will	be	equitable	and	reciprocal.	

•  The	White	House:	Remarks	by	President	Trump.	July	08,	2017	



習近平：世界経済について
（G-20	ハンブルグ演説）	
•  　昨年の杭州サミットは革新〈イノベーション〉、活力、連動、
包摂の世界経済構築というＧ20のプランを打ち出した。ハンブル
ク・サミットは「連動する世界の構築」をテーマとしており、杭
州サミットとつながっている。われわれは共に努力し、これらの
理念を行動に移さなければならない。ここで幾つかの意見を述べ
たい。		

•  　第１、われわれは開放型世界経済を築く大方向を堅持しなけれ
ばならない。（中略）世界の主要経済体（エコノミー）として、
われわれはリードする役割を果たし、多角的貿易体制を支持し、
共同で定めたルールに従って物事を進め、協議を通じて共通の試
練に対応するためのウィンウィンの解決プランを探し出すべきで
あり、それは可能である。	

•  第２、われわれは共同で世界経済成長の新たな原動力を掘り起こ
さなければならない。原動力はまず革新によって生まれる。（後
略）	

•  第３、われわれは手を携えて世界経済の成長をより包摂のものに
しなければならない。（後略）	

•  第４、われわれは引き続きグローバル経済ガバナンスを整備しな
ければならない。（後略）「日刊中国通信７月１１日」下線著者	



機会１：トランプ	

• 1.	Anything	But	Obama	(ABO)	
• 2.	Changes	Not	Happening	Yet	
• 3.	The	Ship	Sails	On		



Anything	But	Obama-1	

• 1.	China	Policies	
• OUT:	TPP,		Universal	values	(gender,	
racial	diversity,	HRs,	freedom	of	
press),	engagement	
• IN:	America	First,	business	interests,	
great	(strong)	America	



ABO-2	
•  2.	Advisors	on	China	affairs	
• OUT:	Winston	Lord,	Orville	Schell,	Susan	Shirk,	
James	Steinberg,	Charlene	Barshefsky	(Bipar3san	
delega3on	to	Tokyo,	2016.Oct.	)	Ken	Lieberthal,	
Barry	Naughton,	Andrew	Nathan,	Elizabeth	
Economy	(Deba3ng	China,	2014)	
•  IN:	Terry	Branstad	(Amb.),	Peter	Navarro	
(Crouching	Tiger,	2015;	Death	by	China,	2011),	
Michael	Pillsbury	(The	Hundred-Year	Marathon,	
2015),	Mad	Poenger	(WSJ	Beijing	bureau	chief)	
•  AROUND:	Henry	Kissinger,	Henry	Paulson,	Robert	
Gates	



Obama	on	OBOR:	a	critic	
•  1.	Obama	opposed	to	OBOR/AIIB?:	Obama’s	public	
diplomacy	failed	terribly.	“The	AIIB	should	have	been	
welcomed	early,	oken,	and	in	public	by	the	Obama	
administra3on.”	
•  	2.	TPP:	the	original	inten3on	was	to	encourage	further	
Chinese	economic	opening	and	reform	by	en3cing	
Beijing	to	join.	But	in	order	to	secure	Senate	ra3fica3on,	
Obama	used	the	containment	narra3ve,	“we	can’t	let	
countries	like	China	write	the	rules	of	the	global	
economy.”	

•  Thomas	Christensen,	The	China	Challenge,2015	underline	
added		



ABO-3	

• 3.	Leadership	style	
•  OUT:	Team	player,	Balancer,	Geopoli3cs,	
Mul3lateralism,	media-friendly	
•  IN:	Drain	the	swamp,	側近政治、即断即決、「２
国間外交への傾斜（例、安倍首相、マクロン仏
大統領）,	twider	President,	media-phobia	

• 渡辺将人「国問研レポート、2017」	



Changes	not	happening	yet	

• １．米中経済戦争：鉄鋼の輸入制
限は水際で回避	
• ２．為替操作国指定	
• ３．朝鮮半島有事	
• ４．台湾政策の見直し	
• ５．対日・対韓防衛政策の見直し	
• ６．南沙諸島での軍事衝突	



The	guardrails	of	democracy	
•  “Donald	Trump’s	character	—	vola3le,	impulsive,	
oken	self-destruc3ve	—	had	not	changed	since	
the	campaign.	But	it	seemed	as	if	the	
guardrails	of	our	democracy	—	Congress,	the	
courts,	the	states,	the	media,	the	Cabinet	—	
were	keeping	things	within	bounds.”	

•  Charles	Krauthammer,	“The	guardrails	can’t	contain	Trump,”	
Washington	Post,	May	18,	2017.	



The	Ship	Sails	On-1	
• Mee3ngs	
•  1.	Top	level:	2017.	4.	習・トランプ会談	in	Palm	
Beach	
•  2.	OBOR	Summit	in	北京：2017.5.	“a	high-level	
delega3on,	led	by	Mad	Poenger,	special	assistant	
to	the	president	and	senior	director	for	East	Asia	
at	the	Na3onal	Security	Council.”	Dingding	Chen,	
the	Diplomat,	May	25,	2017	
•  3.	米中外交安全対話	in	D.C.	2017.6.21.:	Tillerson,	
Maes,	楊潔チ、房峰輝（中央軍委、連合参謀
部参謀長）	
•  3.	2017.7.習・トランプ会談	in	Hamburg	at	G-20	



Pottinger’s	remarks	in	Beijing	
•  “Poenger	showed	a	suppor3ve	aetude	toward	
the	Belt	and	Road	Ini3a3ve	(BRI)	by	saying	that	
U.S.	firms	would	be	interested	in	joining	Belt	and	
Road	projects.	Of	course,	Poenger	also	
men3oned	some	of	the	usual	concerns	about	
the	BRI,	such	as	transparency,	debt	burdens,	and	
environmental	issues.”		
• Dingding	Chen,	the	Diplomat,	May	25,	2017	



一帯一路サミット2017.5.15	



米中外交安全対話2017.6.21	



The	Ship	Sails	On-2		
• 好調な米国内経済	
• １．雇用	
• ２．株式市場	
• ３．不動産：5年連続で値上がり基調、
5年前にトランプがtwider	で予想。	



The	Ship	Sails	On-3	
•  深まる米中経済相互依存	
•  Trade:	US	trade	with	China	in	2016	15.9%	of	its	total	trade,	
China’s	trade	with	US	was	14%	of	its	total	trade;	US	services	
exports	to	China	was	US$53.5	billion	in	2016,	a	rise	of	353%	
from	2001.	US	services	imports	from	China	rose	by	350%	in	
the	same	years,	reaching	US$16	billion.	

•  FDI:	American	FDI	in	China	in	2015	stood	at	US$74.5	billion,	a	
growth	of	10.5%	from	2014,	while	Chinese	FDI	in	the	US	
during	the	same	3me	frame	skyrocketed,	touching	US$14.8	
billion,	a	growth	of	as	much	as	50.6%.		

•  Rajesh	Basrur,	“US-China:	Compe3ng	Amidst	Two	
Transi3ons,”	July	6,	2017	



機会２：グローバルリーダーシッ
プ	

• 1.	The	Trump	Doctrine?	
• 2.	G-20	Hamburg	
• 3.	China	Steps	In	



The	Trump	Doctrine?-1	
•  1.	トランプ大統領の支持基盤	
• 何があってもトランプ支持が25％	
• 白人、高卒以下の学歴、Evangelicals,	Rust-
belt	
•  Tea	Party,	Conserva3ve	Republicans	との便宜的
同盟	
• Populist	message	には「大きな政府」を前提
とするものもある。例、Obamacare	
•  2009年まで民主党支持だった過去	



The	Trump	Doctrine?-2	
•  2.	The	Na3onalists	vs.	the	Globalists	
• Na3onalists:	Stephen	Bannon	(WH	chief	
strategist),	Stephen	Miller	(senior	adviser),	Keith	
Kellogg	(NSC	chief	of	staff)	
•  Strategic-Globalists:	H.R.McMaster	(NSC),	James	
Maes	(Defense)	
•  Economic-Globalists:	Rex	Tillerson	(State),	
Wilber	Ross	(Commerce),	Steven	Mnuchin	
(Treasury)	
• Wild	cards:	Jared	Kushner,	Ivanka	Trump,	Donald	
Trump	Jr.	



The	Trump	Doctrine?-3	
•  3.	The	Trump	administra3on’s	commitment	to	
the	global	issues	is	“situa3onal	and	always	in	
flux.”	

•  “Because	he	lacks	many	core	convic3ons,	he’s	ideologically	
flexible.”	

•  “Proximity	to	power	maders”	
•  “The	mixed	messages	that	Trump	some3mes	sends”	
•  “Trump’s	Twider	feed.	It	is	the	clearest	window	into	what	he	
truly	thinks.”	

•  James	Hohmann,	“The	Daily	202:	Europe	trip	shows	how	the	
Trump	Doctrine	is	situa3onal	and	always	in	flux.”July	7,	
2017.Washington	Post.	Underline	added	



G-20	Hamburg-1	
•  1.	Trump’s	own	assessment:	a	“wonderful	success”	
•  The	first	face-to-face	mee3ng	with	Vladimir	Pu3n	
•  A	limited	cease-fire	in	southern	Syria	
•  “Move	forward	construc3vely”	with	Moscow:	a	joint	
cybersecurity	unit	with	the	Russians	
•  Ashton	Carter	(former	defense	secretary)	,	said	working	
with	Pu3n	to	combat	cyberadacks	“is	like	the	guy	who	
robbed	your	house	proposing	a	working	group	on	
burglary.”	

•  Ishaan	Tharoor,	“Trump	hails	G-20	success.	Others	see	
poli3cal	chaos	and	American	decline.”	July	10,	2017.	
Washington	Post	



G-20	Hamburg-2	
•  2.	The	decline	of	the	U.S.	as	a	global	leader	
•  Richard	Haass	(CFR):	“Overall,	the	trip	embraced	na3onalism	
much	more	than	interna3onalism,”	“There	was	further	
rejec3on	of	free	trade,	nothing	on	climate	change,	disrespect	
of	free	media,	and	a	pro	forma	pushback	versus	Russian	
interference	in	our	poli3cs.”	

•  Chris	Uhlmann	(Australian	Broadcas3ng):	Trump	shows	“no	
desire	and	no	capacity	to	lead	the	world,”	and	being	“who	
wastes	his	precious	days	as	president	at	war	with	the	West’s	
ins3tu3ons	like	the	judiciary,	independent	government	
agencies	and	the	free	press.”	

•  Ishaan	Tharoor,	“Trump	hails	G-20	success.”	underline	added	



G-20	Hamburg-3	
•  3.	G-19	are	going	to	work	around	the	U.S.	
• Angela	Merkel,	a	new	global	leader?	Emmanuel	
Macron?	
•  The	E.U.-Japanese	trade	deal:	a	sign	of	other	top	
economies	adjus3ng	to	a	new	world	order,	
would	create	a	free	trade	area	similar	in	size	to	
North	America	
• Here	comes	習近平	with	一帯一路	



China	Steps	In-1	
•  １．対米ソフトバランシング政策：アメリカとの正面対
決を避け、アメリカの失策や弱点を利用して外交攻勢を
かける。	

•  2017.1.:	ダボス会議における習近平演説：自由貿易体制
の危機を訴えたJoe	Biden	米副大統領に対し、自由貿易と
グローバリゼーションを擁護。	

•  2017.5.:	北京「一帯一路」サミット	
•  2017.6.:	ドイツ訪問中の李克強が「パリ協定」遵守を言
明。同日、トランプは「パリ協定」からの離脱を表明。	

•  2017.7.：ハンブルグG-20における習近平演説：前出	



李克強とメルケル：中欧の結束を
演出	



China	Steps	In-2	
• ２．ユーラシアでの存在感	
•  2017.6.9.	カザフスタンの首都アスタナで上
海協力機構（SCO）首脳会議、インドとパキ
スタンが同時加盟。	
• 首脳らは「一帯一路」を歓迎し、5月の一帯
一路会議の結果を称賛し、これまでの成果
を支持する、と表明。	

•  日本経済新聞、2017年6月9日	



上海協力機構（SCO）8ヵ国	



China	Steps	In-3	
• ３．一帯一路の変質	

• 「２年前の大風呂敷はたたまれつつあります。現在
は安全にリターンが返ってくるもの以外はやらない
という運用方針に退却しつつあります。」	

•  津上俊哉「中国の行方ー習近平の経済・政治・外交」日
中経協ジャーナル　No.	276.	January	2017.	
• 「一帯一路の実際の運用にあたっては、プロジェク
トごとにリスクとリターンを算定することになって
いる。」	

•  2017年7月、国際シンポにおける中国側参加者の発言。	



課題１：政治的リスク−１	
• １．習近平リスク	
•  世界的指導者としての習近平が抱えている問題はトラン
プと共通。両者とも世界の信用を得ていない。	

•  Na3onalis3c	な政治目標：「中華民族の偉大な復興」と　
Make	America	Great	Again	は共に世界の共感を呼ばない。	

•  スローガン先行：Where	is	the	beef?		
•  強圧的な統治手法：政治的ライバルの排除、言論弾圧	
•  国際社会に対する不信：南シナ海裁定	
•  西側の「和平演変」を警戒：ネット管理、思想教育	
•  国際会議の政治利用：世界のリーダー習近平を演出	



政治的リスク−２	
• ２．周辺国家の政治的リスク：region-wide	
Siniciza3on	

•  “States	in	China’s	vicinity	are	doing	their	best	to	maintain	
their	freedom	of	ac3on.”	“Yet,	the	transna3onal	effects	of	
China’s	rise	may	change	the	parameters	by	which	some	states	
define	their	na3onal	interests…”	“This	may	happen	in	
Myanmar	and	Laos,	…”		

•  Takashi	Shiraishi,	The	rise	of	China	and	its	implica3ons	for	East	
Asia,	in	Peter	Katzenstein	ed.,	Siniciza3on	and	the	Rise	of	
China.	Routledge:	London,	2012.	



政治的リスク−３	
• ３．周辺地域の安全保障システムの流動化	
• 周辺諸国には「帝国」としての中国の記憶が残存。	
•  川島真「帝国」としての中国、宇山智彦編『ユーラシア
近代帝国と現代世界』ミネルヴァ書房、2016	

•  ほとんどの国が中国以外、中でもアメリカ、に安全保障
を依存。	

•  ロシアやインドは頼りになるのか？	
•  アメリカは世界の警察官になることを止めたが、アジア
では？	

•  トランプは	“pivot	to	Asia”	も捨て去るのか？		



課題２：組織的リスク−１	
• １．一度広げた大風呂敷はたためるのか？：巨大国
家プロジェクトの宿命、Band	Wagon	and	Pork	Barrel	

•  2015年３月時点での主要参加者は国家発展改革委、外交
部、商務部	

•  商務部の主張は概ね合理的かつ抑制的：財政赤字警戒	
•  外交部の任務：沿線各国との交渉、既存の地域主義との
連携、「アメリカとの新型大国関係の建設を進め、南海
等の敏感な問題をうまく処理し、わが国の領土主権と海
洋権益を守る」、「海外利益を保護し、対外宣伝と公共
外交を進め、党の対外工作に対する集中統一領導を強化
する」	

•  楊潔チ『求是』2016年3月（「一帯一路」公共外交報告
2016より）下線著者	



組織的リスク−２	
•  Band	Wagon	and	Pork	Barrel：続き	
•  文化・宣伝部門も参加：「中華の優秀な文化を顕彰し、
中国の国家イメージを創造する」	

•  「核心利益」論も再登場：「アメリカは台湾、釣魚島、
南海島嶼等の中国の核心利益を尊重し、中国囲い込みを
止め、中国周辺での偵察行動を止めなければならない」	

•  海軍も議論に参加：「周辺国家との軍事関係を強化し、
いくつかの国家が経済上は中国に依存し、安全上はアメ
リカに依存している状況に有効に対処しなければならな
い。多国間外交の舞台を巧妙に利用し、わが国の国際的
影響力を拡大し、わが国の国際戦略行動空間を不断に開
拓するべきだ。」	

•  「一帯一路」公共外交報告2016より　下線著者	



組織的リスク−３	
•  Band	Wagon	and	Pork	Barrel：続き	
•  2017年6月20日　国家海洋局も参加	
• 目標：「21世紀海上シルクロード沿線国と積極的実
務的なブルー・パートナーシップを構築し、持続的
発展のブルー・エンジンを鋳造する」	
• 重点：(1)中国−インド洋―アフリカ−地中海ブルー経
済経路	
• 　　　(2)中国−大洋州−南太平洋ブルー経済経路	
•  	 　(3)北氷洋を経て欧州に繋がるブルー経済経路	
•  国家发展改革委和国家海洋局《“一带一路”建设海上合作
设想》下線著者	



組織的リスク−４	
• ２．巨大国家プロジェクトの宿命：Free	ride		
• 沿線諸国の多くは	free	ride	を期待、何故なら	
• （１）沿線諸国の多くは国家信用が低い	
• （２）沿線諸国の多くでは腐敗が蔓延している	
• （３）沿線諸国の多くは政治的に不安定である	
• 沿線諸国の多くでは、その経営環境は劣悪で、2014
年データでは2万多の中国企業の対外投資のうち
90％以上が赤字であった。	

•  田文林（現代国際関係研究院副研究員、中東問題研究）
「一帯一路：全球発展的中国構想」『現代国際関係』
2017年第5期42-49		下線著者	　		



課題３：地政学的リスク−１	
•  １．ロシア	
•  国家レベル：北極海プロジェクトへの中国の介入を警戒	
•  極東ロシア：エネルギー・プロジェクトは一帯一路とは
無関係、シベリアでの多国間経済協力には悲観的	

•  中央アジア：SCO拡大（前述）はSCOの政策調整機能に
とってはマイナス。一帯一路と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）との競合は未知数。共に動き出したばかり。	

•  経済規模ではロシア経済は広東省程度であり、中国の優
位は明らかだ。	

•  2017年7月、国際シンポにおけるロシア側参加者の発言	



地政学的リスク−２	
•  ２．インド	
•  一帯一路サミットに不参加	
•  中国の戦略的意図は「インドを南アジアに縛り付けてお
く」こと。そのため中国はパキスタンを 大限利用。核
兵器開発を助けた。カラコルム・ハイウェイやグアダー
ル港の建設もその一環。	

•  2017年7月、国際シンポにおけるインド側参加者の発言	
•  ５週間にわたりシッキム地方で中印両軍が対峙。ブータ
ンを貫通する高速道路建設（一帯一路の一環）が発端。
両軍は相手国の挑発行為を指摘。カシミールでも不穏な
動き。	



地政学的リスク−３	
• ３．台湾と香港：一帯一路	as	Extrac3ve	
Ins3tu3on		
• Acemoglu	&	Robinson,	Why	Na3ons	Fail,	
2012	
• 台湾への経済的・外交的締め付けの意
味するもの	
• 香港への政治的締め付けの意味するも
の	



台湾の孤立を狙った断交外交	



香港の「中国化」：金の卵を産む鶏をど
うする？	



前景１：Situational	な機会	
•  １．トランプ登場は「中国台頭」の衝撃を相対化した。
国際政治の	paradigm	shik	を引き起こしかねないトランプ
政権に比べ、習近平政権は控えめで安定しているように
見えた。世界は中国が世界経済の牽引車となることを期
待した。	

•  ２．イギリスが	Brexit	で、そしてアメリカがトランプで	
global	leader	の地位から離脱した後、そこには経済の	
global	reach	を既に達成していた中国がいた。	

•  David	Shambaugh,	China	Goes	Global:	The	Par3al	Power.	
2014.	

•  中国は世界経済の	global	leadership	の一角を「成り行きで
（by	default）」手に入れた。	



Situational	な機会:	続き	
•  ３．中国はTPPへの対抗手段として既に「一帯一路」の
原型を持っていた。2016年11月、トランプ当選により
TPPの不調が明らかになると、原型「一帯一路」の戦略
的部分は不要となった。「一帯一路」はその原型の中か
ら経済合理性のある部分のみを強調し、軍事・政治的側
面を意図的に軽視した計画に「変身」した。	



前景２：Structual	な課題	
•  １．政治化の誘惑	
•  習近平政権と一帯一路とは不可分の関係にある。一帯一路は、
中国が「囲い込み」政策と理解したTPPへの対抗措置として誕
生した。習近平政権の目標は「中華民族の偉大な復興」であ
り、一帯一路はその目標を実現するための手段である。	

•  ２．組織的課題	
•  中国政府は巨大な官僚組織であり、その上に領導機構として
の党と政府とは別系統の軍を抱えている。国家の政策決定に
党と軍が関与してくるのはいわば中国政治の宿命である。更
に、小型中央政府とでもいうべき地方政府が利害関係者とし
て政策決定に参加する。巨大な国家プロジェクトが肥大化し、
多くの「ただ乗り」が発生するのは普遍的課題である。風呂
敷は容易に大きくなり、簡単にはたためないのである。	



Structual	な課題：続き	
•  ３．ユーラシアには古代文明が存在し、多くの宗教と民
族が存在する。二つの地域大国、インドとロシア、が存
在し、それぞれ既存の地域経済圏も存在する。重点地域
のうち27カ国はイスラム教国である。イスラム文明とど
うつきあうのか。異文化交流は「言うは易く行うは難
し」。	

•  （了）	


