
パクス・アメリカーナが終焉し、アジア力の世紀が展開し、いま世界は「一帯一路」構想を主軸に動き
始めています。その現実が、同構想が2013年カザフスタンとインドネシアで打ち上げられて以来、5年の歳
月の中で明らかになり続けています。 
私たちは、日本における同構想への対応の遅れを憂い、同構想の研究の緊要性に鑑み、2017年11月日

中国交正常化45周年記念シンポジウム開催を機に、一帯一路日本研究センターの設立発足を決意するに
至りました。同センターの設立発足に当り、一帯一路構想が、次の新しい特質を基軸としていることを確
認します。 
１）規模において、アジアから欧州、中東、アフリカに至る、沿線国60余カ国、世界人口の三分の二を　 
　　占める大経済圏構想として、日本の未来にとって巨大な潜在性を秘めていること。 
２）外交形態において、軍拡と危機に傾く古典的な同盟関係ではなく、21世紀型の経済社会的ウインウ 
　　インの“伙伴関係（パートナーシップ）“を基軸としていること。 
３）対象領域において、インフラ投資や開発、通商、環境や、資源エネルギー、産業技術から外交・文化 
　　交流に至る多面的領域に及ぶこと。 
４）政策手法において、国境を超えた連結性（コネクティビティ）の建設強化を基軸に据えて、空間ボー 
　　ナスの最大化を志向していること。 
５）政策理念において、持続可能な地球環境との多元共生と、貧困やテロなどの途上国問題の解決を目指 
　　した包摂性（インクルーシブネス）を主軸としていること。 
その意味で一帯一路構想は、欧米近代からの静かなる離陸を超えて、ポスト近代に向けた新たな挑戦へ

の潜在性を秘めています。 
かつて第２次大戦後の1948年、米国主導のマーシャル・プランが欧州復興の起点となり、欧州石炭鉄

鋼共同体とユーロッパ不戦共同体の構築につながったように、グローバル金融危機後、中国主導の一帯一
路構想がユーラシア大陸復興の起点となって、アジア繁栄のための不戦共同体構築の道を拓こうとしてい
ます。 
いったい私たちは、その構想を、インフラ物流交易や環境エネルギーの諸分野における地域協力と、ど

う牽連させ実現させていくのか。そしてユーラシア大のウインウインの不戦共同体の構築に、どうつなげ
ていくのか、その現実化の道が求められています。 
第７回日中韓サミット開催を契機に私たちはいま、「一帯一路版ＯＥＣＤ」の設立を視野に入れながら、

日中韓一帯一路シンクタンク連合協議体と一帯一路共同リサーチ基金の設立発足を提案、建議します。 
私たちは、国際アジア共同体学会創設以来の十数年に及ぶ豊かな研究成果と広汎なネットワークを基礎

に、一帯一路構想の具現化に向けた、日本初の先駆的戦略研究機関としての重責を果たすことを誓います。 
一帯一路日本研究センターの事務局を、同学会の連携機関、一般社団法人アジア連合大学院（ＧＡＩＡ）

機構内におきます。そして国際貿易投資分野における本邦随一の政策シンクタンク、一般財団法人国際貿
易投資研究所（ＩＴＩ）と提携し、一帯一路啓蒙政策戦略研究とビジネス支援の日本における結節点とし
ての役割を果たしてまいります。 
                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年4月18日 
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意义和目的  

The	  Manifest	  of	  Establishment	  of	  BRIJC	   
We are facing the new era by the end of Pax Americana and the beginning of Pax Asiana in the twenty-first century. 	
The new era has been prepared by the decline of America and the rise of Asia led by China in the global context. It has been cleared that the latter has been prepared and 
progressed by the Belt and Road Initiative proposed firstly by the speeches of President Xi Jinping in Kazakhstan and Indonesia in 2013. Five years have now passed. The 
realities of the Belt and Road have been cleared in the following five ways.	
First, in its scales, it would be the biggest economic zone of more than sixty countries and two-third of the world population involved.	
Second, in its forms, it would aim for the non-traditional partnership system based on the win-win economic relations rather than for the traditional military alliance system 
based on win-lose relations a la the modern centuries.　	
Third, in its objectives, it would cover the multi-dimensional fields from the infrastructural investment and development, trade and transportation, environment and energy 
resources, academic and cultural intercourse. 	
Forth, in its methods, it would direct strengthening connectivity beyond the borders to maximize the bonus of space and population in the Eurasian continent and her 
neighboring areas. 	
Fifth, in its goals, it would create sustainability as well as inclusiveness to eliminate poverty, terrors and deprivation in the advancing areas.	
Many of the Asian and European nations have realized the rising tides led by the Belt and Road Initiative under the current shifts of globalization.	
We, the intellectuals, journalists, and business persons in this country have concerned that Japan has been falling behind the other nations, in caching up the rising tides and 
the coming shifts of powers symbolized by the Belt and Road Initiative. We have realized the primary significance of the research and development of the Belt and Road 
Initiative on the side of this country as well.	
Hence in November 2017 we made and publicly released our common decision to establish the first strategic think-tank on this project in Japan, the Belt and Road Initiative 
Japan Research Center (BRIJC) at the International Symposium commemorating the 45 years of Japan-China diplomatic normalization.	
It is our honor to have Former Prime Minister, Yasuo Fukuda is to be the supreme adviser of BRIJC to make the advisory board with the other prominent influential persons 
in Japan and East Asia.　	
We learned the lessons of  history that  the Marshall  Plan in 1948 after  the Second World War directed by the United States of  America became the first  steps for 
reconstructing the Western Europe through the European Coal and Steel Community. The Belt and Road Initiative directed by China would become the first steps to 
reconstruct the crisis-ridden Eurasia after the World Monetary Crisis to create the non-war community in Eurasian continent for peace and prosperity. 	
On the occasion of the Seventh Trilateral Summit of China, Japan and Korea in May 2018, we propose three nations to establish the Common Research Fund as well as an 
international research organization, the Belt and Road version of OECD. 	
We, the founders of the Japan Research Center of the Belt and Road Initiative, pledge to perform the historic intellectual duties as the forerunner of the strategic think-tank 
to make the common projects with other prominent research organizations such as Institute of International Trade and Investment (ITI) in Japan and East Asian countries. 
For these purposes we could materialize the vast amount of the networks and intellectual assets of ISAC: International Academic Society for Asian Community.                                                                       ���
	
April 18th, 2018, Tokyo	

　　伴随着“美利坚治世”时代的终结，亚洲逐渐在世界舞台上扮演着越来越重要的角色。而世界也以“一带一路”构想为主轴开始转动。
这个从2013年在哈萨克斯坦和印度尼西亚被提出的构想至今已经度过了五载春秋，而为了这个构想实现的努力还在不断持续。 
　　我们怀着日本对一带一路构想迟迟不能作出响应的担忧，同时又考虑到对一带一路构想进行研究的必要性，借着2017年11月中日邦交
正常化45周年纪念会举行之机，决定成立“一带一路日本研究中心”。在本中心建立之际，特借此机会阐明一带一路构想的新特性。 

1）从规模来看，一带一路构想覆盖从亚洲到欧洲，中东，非洲各地，沿线60余个国家地区，人口占世界总数的三分之二。构建这样一
个巨大的经济圈，对日本的未来而言具有巨大的潜力； 

2）从外交形势来说，一带一路构想颠覆了以往的以军事扩张和危机处理为基础的外交模式，旨在打造21世纪经济社会的双赢伙伴关系； 
3）从涉及的领域来说，一带一路构想包括了在基础建设投资以及开发，商业贸易，环境，能源，产业技术等多领域开展的全方面外交
和经济文化交流合作； 

4）从政策手法来看，一带一路构想建设强化以超越国境的合作为基础，旨在将地区间合作的利益最大化； 
5）从政策理念来说，一带一路构想的中心思想是构建可持续发展的多元共生的地球环境，目标是解决贫困，恐怖主义等多方面的发展
中国家面临的问题； 

　　从以上特性来看，一带一路构想具有打破近代以来欧美构建的世界格局，为解决新时代的新挑战提供了可能。 
　　并且，在第二次世界大战结束以后的1948年开始，由美国主导了意在实现欧洲复兴，构建欧洲煤碳钢铁共同体和欧洲不战共同体的马
歇尔计划。与该计划类似，在国际性金融危机以后，由中国倡议的一带一路构想会成为欧亚大陆复兴的起点，开拓走向亚洲繁荣构建不战
共同体之路。 
　　我们到底应该通过一带一路构想将如何牵头开展并实现包括基础建设物流交易和环境能源在内的多领域地区合作？而这些地区合作将
如何与所谓的欧亚大陆双赢不战共同体的建立相连，并走向实现的道路呢？ 
　　借第七届中日韩首脑会议进行之际，我们在考虑提议设立“一带一路版OECD”的同时，也开始提议建设中日韩一带一路智库联合协议会
和一带一路共同研究基金。 
　　我们将以国际亚洲学会创立十几年以来成就的广泛的合作关系网络和丰富的研究成果为基础，以推进实现一带一路构想的实现为目标，
担负起作为日本首个一带一路专业智库的重要责任。 
　　一带一路日本研究中心的事务局将设在国际亚洲共同体学会的合作机构，一般社团法人亚洲联合大学院（GAIA）中。同时与日本国际
贸易投资政策领域首屈一指的智库，一般财团法人国际贸易投资研究所等展开合作，实现在日本展开一带一路构想的政策战略研究和国际
贸易合作支援的重要的桥梁作用。 
	
 2018年4月18日	
	

설립 취지  
　　팍스 아메리카나가 끝나고 아시아 시대가 펼쳐지기 시작한 세계는 지금「일대일로」 구상을 주축으로 움직이기 시작했습니다.	  이와 같은 현실은 동 구상
이	  2013년 카자흐스탄과 인도네시아에서 시작된 이후,	  5	  년의 세월 속에서 점차 드러나고 있습니다.	
　　우리는 일본에서 동 구상의 대응 지연을 우려하여,	  동 구상 연구의 신속한 필요성을 감안해	  	  2017	  년	  11	  월 일중 국교 정상화	  45	  주년 기념 심포지엄 개최를 
계기로 일대일로 일본연구센터 설립 출범을 결의하기에 이르렀습니다.	  동 센터 설립 출범에 있어서 일대일로 구상이 아래 사항과 같이 새로운 특성을 기축으
로 하고 있음을 확인합니다.	  
	
1)	  규모에 있어서 아시아로 부터 유럽,	  중동,	  아프리카에 이르는 연선국(沿線国)	  	  약60개국,	  세계 인구	  3	  분의	  2를 차지하는 대(大)	  경제권 구상으로 일본 미래
에 거대한 잠재력을 지니고 있음	

2)	  외교형태에 있어서는 군비확장과 위기상황에 기대할 수 있는 고전적인 동맹 관계가 아닌	  21세기 형 경제 사회적 윈윈의	  "伙伴	  (파트너 쉽)관계"를 기축으
로하고 있음	

3)	  대상 영역에 있어서 인프라 투자 및 개발,	  통상,	  환경과 자원 에너지,	  산업 기술부터 외교 · 문화 교류에 이르는 다면적인 영역에 미치는 것	
4)	  정책 수단에서는 국경을 초월한 연결성	  (connec7vity)의 건설 강화를 기축으로 공간 보너스의 극대화를 지향하고 있는 것	
5)	  정책 이념에서는 지속 가능한 지구 환경과의 다원 공생과 빈곤,	  테러 등의 개발 도상국 문제 해결을 목표로 포괄성	  (Inclusiveness)을 주축으로 하고 있는 것	
 	
　　이러한 의미에서 일대일로 구상은 서양 근대로 부터 포스트 근대를 향한 새로운 도전의 잠재성을 가지고 있습니다.	
　　지난 2차 대전 이후	  1948년,	  미국 주도의 마셜 플랜이 유럽 부흥의 기점이 되어 유럽석탄철강공동체와유럽부전공동체(不戦共同体non-‐war	  community)의 구
축으로 연결된 것처럼 글로벌 금융 위기 이후의 중국 주도의 일대일로 구상이 유라시아 대륙 부흥의 기점이 되어 아시아 번영을 위한 부전공동체 구축의 길로 
나타나고 있습니다.	
　　그럼 우리는 이러한 구상을 인프라 물류 교역과 환경 에너지의 여러 분야의 지역 협력과 어떻게 연결시켜 실현해 나아가야 할 것인가.	  그리고 유라시아 대
륙 윈윈의 부전공동체 구축에 어떻게 연결시킬 것인가에 대하여 현실화할 방법에 관해 생각해내야 할 것입니다.	
　　제 7	  회 한중일 정상회의 개최를 계기로 우리는 지금 「일대일로 버전	  OECD」설립을 염두에 두고 한중일 일대일로 싱크 탱크 연합 협의체와 일대일로 공동 
연구 기금 설립 출범을 제안,	  건의합니다.	
　　우리는 국제 아시아 공동체 학회 창립 이후,	  	  수십 년에 걸친 풍부한 연구 성과와 광범위한 네트워크를 바탕으로 일대일로 구상의 구체화를 향한 일본 최초
의 선구적 전략 연구 기관으로서의 중책을 이행 하도록 서약합니다.	
　　일대일로 일본 연구 센터 사무국을 동 학회의 협력 기관,	  일반 사단법인 아시아 연합 대학원	  (GAIA)기구에 둡니다.	  그리고 국제 무역 투자 분야에 있어서 우
리나라 최고의 정책 싱크 탱크,	  일반 재단법인 국제 무역 투자 연구소	  (ITI)와 제휴하여 일대일로 계몽 정책 전략 연구 및 사업 지원 일본의 결절점으로서의 역
할을 해 나가겠습니다.	  
	
2018	  년	  4	  월	  18	  일	
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（１）三つのねらい 
〔研究啓蒙活動〕一帯一路構想のシンクタンクとして研究啓蒙活動を進めます。 
〔内外シンクタンクとの協働作業〕現地調査研究を軸に、関係シンクタンクとの協働作業を進めます。 
〔法務・経営面での支援事業〕同構想に参画する企業・自治体に対し法務、経営両面からの支援を進めます。 
 
（２）三つの戦略 ―― 何をどう実現するか 
〔知的拠点の構築〕多様な国際会議や研究会を開催し、沿線各国のシンクタンクと共同研究を進めながら一帯一路構想の 
　　推進実現に向けた日本における知的拠点を構築します。 
〔共通の繁栄と安全保障への貢献〕センターの擁する豊富なネットワークを活用駆使し、企業・団体・自治体の一帯一路 
　　構想への参画協力を支援し、ユーラシア共通の繁栄と安全保障に貢献します。 
〔戦略的研究基金の創設〕一帯一路構想に伴うリスクを超えて、同構想を日本再興の機会と挑戦と捉え、戦略的リサーチ　 
　　　基金の発出と一帯一路国際機関の創設とを建議します。 
 
【連携機関】一般財団法人国際貿易投資研究所、国際アジア共同体学会、日本華人教授会議 

三つのねらいと三つの戦略 

出版物 

『一帯一路からユーラシア新世紀の道』 
出版社：（株）日本評論社　2018年12月刊行 
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報告書 

『一帯一路の現状分析と戦略展望』 

【学術・研究部門】 
第Ⅰ部門：インフラ・投資・運輸 
大西康雄（ジェトロ・アジア経済研究所上席主任調査研究員） 
李瑞雪（法政大学教授）徐一睿（専修大学准教授） 
河合正弘（ＥＲＩＮＡ代表理事） 
 
第Ⅱ部門：通商・金融・中小企業 
江原規由(国際貿易投資研究所研究主幹) 黒瀬直宏(嘉悦大学教授) 唱
新(福井県立大学教授) 中川十郎（名古屋市立大学特任教授） 
郭洋春（立教大学総長） 
 
第Ⅲ部門：環境・エネルギー・食糧福祉 
伊藤雅一（名古屋産業大学前学長）周瑋生（立命館大学教授） 
李志東（長岡技術科学大学教授）朽木昭文（日本大学教授） 
 
第Ⅳ部門：ガバナンス・開発・文化外交 
大西広（慶応大学教授）後藤康浩（亜細亜大学教授） 
山本武彦（早稲田大学名誉教授）井川紀道（元世銀MIGA長官） 
朱建栄（東洋学園大学教授） 

研究部門・実務部門ファカルティ 

【実務部門】 
法務部門： 
稲田堅太郎（中国日本法円坂法律事務所大連代表処代表） 
范云涛（亜細亜大学教授・中国弁護士） 
 
経営コンサル部門： 
伊藤正（イトーソリューションズ＆コンサルティング社長） 
小島末夫（元ジェトロ北京支社長） 
田代秀敏（シグマキャピタル・チーフエコノミスト） 
河瀬誠（MK＆Associates代表） 
 
国際広報部門： 
竹内幸史（国際開発ジャーナル編集委員） 
坂東賢治（毎日新聞特別論説編集委員） 
坂尻信義（朝日新聞社国際報道部長） 
段躍中（日本僑報社代表） 

一帯一路日本研究センター役員 

最高顧問：福田康夫（元首相） 
顧　　問：西原春夫（早稲田大学元総長） 谷口誠(元国連大使) 麻生渡（元全国知事会長） 
　　　　　岸輝雄（外務省科学技術顧問・元NIMS 理事長） 
国際顧問：金泳鐫（韓国資源エネルギー省元長官、学会初代共同代表）予定 
相 談 役：榎善教（エノキフィルム社長、人民日報日本月刊理事） 
代　　表：進藤榮一（筑波大学名誉教授） 
副 代 表：河合正弘（ERINA代表理事、東大特任教授） 朽木昭文（日本大学教授） 郭洋春（立教大学総長）   
　　　　　朱建栄（東洋学園大学教授） 井川紀道（元世銀MIGA長官） 
事務局長：周瑋生（立命館大学教授） 事務次長：徐一睿（専修大学准教授）事務総括：丹羽裕子（GAIA機構事務局長） 

福田元首相（BRIJC最高顧問） 程永華（中国特命全権大使） 

2017年 

一帯一路日本研究センター（略称：BRIJC）発足発表 
日中国交正常化４５周年記念国際シンポジウム 
「一帯一路構想からアジア環境エネルギー協力への道」（於・日本記者クラブ）　 

2018年 

国際アジア共同体学会とBRIJCが共催でシンポジウム開催 
「日中韓サミット後の一帯一路と日本の戦略」（於・専修大学） 

11/30 

4/18 

5/24 

6/24 

12/16 

一帯一路日本研究センター設立記念シンポ・記者発表 
「日中韓サミットから一帯一路構想へ」（於・日本記者クラブ） 

8/1 

9/7～9/17 

12/25 

2019年 

BRIJC出版企画『一帯一路からユーラシア新世紀の道』（日本評論社）刊行 

BRIJC ビジネスフォーラム開催 
「新展開する一帯一路構想と日本の役割―法務・経営の現場から」（於・専修大学） 

BRIJC 特別フォーラム開催  
「21世紀海のシルクロードと東アジア海洋協力の道」（於・専修大学） 

一帯一路シンクタンク会議、及び遼寧大学日本研究所主催会議招聘参加（以下訪問先） 
遼寧大学日本研究所、大連外国語大学、庄河市人民政府、全球化智庫、一帯一路百人論壇、中国都市科学研究会
スマートシティ実験室、シルクロード都市連盟等の機関との研究交流、討論会参加、相互研究協力の覚書調印等 

BRIJC出版記念シンポジジウムを国際アジア共同体学会と共催で開催 
『一帯一路からユーラシア新世紀への道』（於・明治大学） 

倪健（在日本中国大使館参事官） 西原春夫（早稲田大学元総長） 

一帯一路日本研究センター設立後の主な動き 

6/15 

相互研究協力の覚書調印 
遼寧大学日本研究所 

共催シンポジウム（於大連外国語大学） 
「一帯一路都市と地域の協力～中日研究会」 

4/24 中日シンクタンク・メディア・ハイレベルフォーラム参加 
（於・ホテルニューオータニ） 

10/26～11/2 一帯一路グローバル・シンクタンクフォーラム（北京・南京・成都）参加 

4/24～26 第二回一帯一路グローバル・シンクタンクフォーラム（北京）参加 

第一回一帯一路東京フォーラム開催（於・日本プレスセンタービル10階） 
テーマ：「変容する世界と一帯一路の展望」 

相互研究協力の覚書調印 
万碧玉（中国都市科学研究会スマート
シティ実験室総括者兼首席研究員 

相互研究協力の覚書調印 
劉志勤（シルクロード都市連盟、 

SRCA執行院長） 

GAIA機構設立活動史 

国際アジア共同体学会（ISAC）発足 
アジア地域協力・統合推進トラック２機関として発足。顧問：大河原良雄元駐米大使、西原春夫元早稲田大学総長、
谷口誠元国連大使、園部逸夫元最高裁判事、三村明夫日本商工会議所会頭ら。　 

2006年12月 

一般社団法人アジア連合大学院（GAIA）機構の設立 2014年6月 

2015年2月 霞が関アジア中国塾（KSAC）開塾記念シンポを開催 
4月開校の愛知大学国際中国学研究センターとの私塾を記念したシンポジウム、
福田元首相を交えての懇親交流会　　　　　　　　　　　　　　　 
（於・日比谷松本楼） 

福田元総理を囲んで 

宮本雄二（中国駐在特命大使） 

開塾記念シンポ 

進藤榮一、河合正弘、朽木昭文、大西康雄 
朱炎、趙磊、井川紀道、張燕玲、李瑞雪 
徐一睿、唱新、小島末夫、大塚夏彦、周瑋生 
万碧玉、後藤康浩、中川十郎、范云涛 
渋谷祐、劉桓 

執筆者一覧 

2019年6月中旬 
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST） 
中国総合研究・さくらサイエンスセンター
（CRSC）の委託によりとりまとめ 


