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一帯一路カバーエリア	

海のシルクロード(一路）	
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1.中国：改革開放の国際化	
2.ア太：一帯一路FTA（朋友圏-経済圏）	

 3.世界：新型国際関係構築（グローバリズムのPF）	
4.沿線国：インフラ整備（都市化促進）	  

①外資導入 ・インフラ整備：	
　海外経貿合作区（経済特区等）・国際産能合作（新走出去）・ＰＰＰの国際展開	

②習主席：一帯一路北京フォーラムで言及→伙伴関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
③世界の公共財・人類運命共同体→伙伴関係	
④インフラ整備（都市化・外資導入（経済成長）　	
　	
∴ 伙伴（huoban）関係/パートナーシップ	
     習主席：国連ジュネーブ事務局で90余ヵ国と伙伴関係を構築済と言及	
	  



一帯一路は改革開放の国際化 
類似点	 一帯一路	 改革開放	 

主要事業・発展方向	 
インフラ整備など	
沿線国の発展戦略と対接（五通）	 

インフラ整備・都市化など	
沿海→西部→東北→中部開発	 

外資導入拠点整備	 
境外経貿合作区の設置	
一帯一路沿線20余ヵ国に56ヵ所	 

経済特区→自貿区（FTZ）	
5特区→11自貿区	 

目標／成果	 
共同富裕	
世界の公共財／一帯一路FTA	 

先富論(温飽→小康→共同富裕)	
経済・貿易・投資大国	 

境外経貿合作区	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 ○中国－マレーシア両国双園（中国－マレーシア欽州産業園、マレーシア－中国関丹産業園）	 
	 	 	 	 	 	 ○中国－ベラルーシ工業園区	 
	 	 	 	 	 	 ○カンボジア・シハヌーク港経済特区	 
	 	 	 	 	 	 ○ベトナム－中国（深圳－ハイフォン）経済合作、ロシアウスリスク経貿合作区　など呼称は様々	 
	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 ☆関係国に11億ドルの税収と18万の雇用をもたらしたとされる。	 

	 	 PPP事業	 
　　　　○政府（地方政府を含む）が実施してきた事業(汚水処理、供水、ゴミ処理、インフラ整備、公共	 
　　　　　サービス等）に、企画段階から社会資本（国有・民営企業等）に参画させ設備投資や運営を任せる	 
　　　　　手法を指す。	 
　　　　○中国では、BOT、BTO、BOOなどをPPPに含めている。今後、中国はPPP中国モデルの対外展開、対外	 
　　　　　開放（外資企業との連携）を推進するとしており、PPP方式での一帯一路プロジェクト建設（国際	 
　　　　　産能合作の展開を含む）を図る意向にある。	 



　　中国経済（国際化）を支える3本の矢 
一帯一路戦略・供給サイド改革・国際産能合作 

一帯一路戦略（改革開放政策の国際化という視点）	  
　　供給サイド改革、国際産能合作、一帯一路戦略は三位一体の関係にあると前述したが、一帯一路戦略は供給サイド改革、国際産能合作の『受け皿』（プラットフォーム）でもある。また、
改革開放政策と類似の政策や事業が提唱されていることから、その国際化ともいえる。	  

国際産能合作	  
（中国企業の対外投資の新形態・産業輸出）	  

李克強総理は、“「国際産能合作」を通じて、中国製造業の比較優位性（品質、
価格面など）を先進国のハイテク技術と組み合わせて、発展途上国に良質で
適当価格の装備を提供し、その工業化、都市化を支援してゆきたい”とした。
国際産能合作による一帯一路構想の主要事業（沿線国のインフラ整備、交通
・電力網建設など）の推進が期待されている。典型的なケースは、中国企業
が主導ないし先進国企業と連携して第3国（主に発展途上国）に投資し市場を
共同開拓する投資形態。その典型例は、中国企業がフランス企業と連携して
英国で原子力発電所（Hinkley	  Point	  C）を共同建設するプロジェクトなど。国連
貿易開発会議（UNCTAD）によれば、2016年の中国の対外投資は前年比44％
増（1830億ドル）で、対内投資を36％上回り、初めて世界第二位の対外投資
国になったとしている。中国経済の行方は海外要因に影響される状況になり
つつあり、その点で、国際産能合作の行方が注目される。	  
	  
注目点：PPP事業、海外請合工事の進捗	  

中国企業　　　　　（＋）　　　　　外資企業	 　　　　	 
　　　	 　　　　　　	 　　　　　　	 	 	 	 	 　　　　 　　　　 
A 

海外の外資企業	  

中国国内の外資企業	  

・中外合弁企業	  

・独資企業	  

・その他	  

B	  

C	  

第3国投資	  



中国のFTAネットワーク（2017年7月末時
点	

締結済	 

ASEAN、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ペルー、コスタリカ、　
パキスタン、スイス、アイスランド、オーストラリア、韓国、	 
香港/マカオ(CEPA)、ジョージア(旧グルジア）、《台湾（ECFA）》、	 
《“ASEAN＋１（ACFTA）”昇級版(グレード・アップ)協議》、	 

交渉中	 

日中韓、スリランカ、湾岸協力会議(GCC)、ノルウェー、RCEP、モルディブ、	 
パキスタン第二段階協議、中国-ニュージーランドFTA昇級協議、中国‐チ
リFTA昇級協議、中国－シンガポールFTA昇級版	 

研究中	 

《インド》、コロンビア、モルドバ、フィージー、ネパール、カナダ、	 
モーリシャス、モンゴル、パプアニューギニア、バングラデシュ、ロシア	 
中国-ペルーFTA昇級協議共同研究、中国-スイスFTA昇級版共同研究	 

準備	 
（筆者追加）	 

EU、カナダ、BRICS、上海協力機構（SCO）、一帯一路(65ヵ国)	 
16プラス１(16：中･東欧諸国	 １:中国）等	 
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一帯一路関連の主要な協力・連携の『枠組み』	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2017年4月末時点）	  
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東アジア地域包括的経済連携	  

（RCEP）	  

日中韓	  

上海協力機構（SCO）：2015年のロシアのウファにおける首脳会議で、オブザーバー国であ
っ　たパキスタンとインドをメンバー国とする手続きの開始が決定。中国にとって、ア
ジアのライバル国インドを中国が影響力をもつSCOに取り込んだことで、インドを牽制しつ
つ一帯一路戦略における提携の道を探り、かつ、インドが影響力を有すSAARCとの連携
も期待できる。その反面、インドの独自路線と一帯一路戦略の矛盾が先鋭化すること

もある。	
BRICS：一帯一路戦略の飛び地を、メンバー国の南アとブラジルを介して、それぞれア
フリカとラテンアメリカに確保しやすくなる。すでに中国は、一帯一路をアフリカ、
南アに延伸する方針にあることを関係各国に伝達済である。	
ユーラシア経済連合（EEUもしくはEAEU）：一帯一路戦略とEEU（ユーラシア横断大通路建
設など）を連結することで了解済。中国側は各国と地域貿易・投資の自由化と円滑化

を推進し、税関、検査・検疫分野の協力を強化することなどを望んでいる。	
16＋１（中・東欧諸国＋中国）協力：一帯一路戦略を欧州経済圏へ延伸のための重要な受
け入れ先であり、中国と欧州の4大伙伴関係（平和、成長、改革、文明）を実行するうえでの
重要拠点と位置づけられている。最近、中国企業の進出が活発化している。	
湾岸協力会議（GCC）：2016年1月の訪問で、GCCとのFTA交渉の再開が決定した。	

南アジア地域協力連合（SAARC）：2016年インドのボアで開催されたBRICS首脳会議の期間、
BRICS首脳と環ベンガル湾多分野経済技術協力イニシアティブ参加国首脳との対話が開催、
席上、習国家主席は、“一帯一路戦略と同イニシアティブ関連お連結を推進し、イン
フラ整備とコネクティビティを強化し、共同発展の実現に努力する必要がある”と述
べた。　	

RCEP　ASEAN＋１（ACFTA、ASEAN＋中国）：ASEANをRCEPの核心と位置づけているほか、2015
年にはACFTAの昇級版が締結された。	
日中韓FTA:2015年、3年半ぶりに3国首脳会談が実現、日中韓FTAの推進で一致した。	
EU：一帯一路戦略の目的の一つは、欧州との経済交流時間の縮小にある。	



　                            一帯一路経済圏（FTA）	
      2017年5月：一帯一路国際協力サミットフォーラムの基調演説　(要約） 

	

○一帯一路は「平和の道」とすべきである。旧一帯一路は平和時に 栄え、戦時に衰えた。一帯一路は 	
   平和の環境と切り離せない。	

○今や、「協力ウインウイン」（合作共赢）を核心とする新型国際関係を構築し、対話し争わず、友となるが	
   結託せずの伙伴関係を構築すべき時。	
○一帯一路はアジアユーラシア大陸が重点だが、全て の友人に開放している。　アジア、欧州、 アフリカ、	
   米州の全てが一帯一路で国際協力を構築するパートナーで、その成果は共に分かち合う。	
○中国は一帯一路を参与国とウインウイン（互利共赢）の経貿伙伴関係を積極的に構築し、関係国との	

   貿易・投資の円滑・便利化を推進し、一帯 一路FTAネッワークを構築し、世界経済の発展に貢献する。	
   フォーラム期間中、中国は30余ヵ国と経貿協力協定に署名し、関係国とFTA構築につき協議する。	

関係国の発展戦略（国際組織）との連携）：	  
①カザフスタンの“光明の道”発展戦略、②モンゴルの“草原の道”発展戦略、③ロシア主導の“ユーラシア
経済連盟”　の発展戦略、④欧州委員会委員長のユンケル投資計画、⑤カンボジアの“四角戦略”、⑥ラオ
スの“開放陸国発展戦略”（中文：変陸鎖国為陸聯国戦略）、⑦サウジアラビアの“2030ビジョン”、⑧エジプ
トの“振興計画”、⑨イランの“4大回廊・クロスボーダー回廊”発展戦略、⑩チェコ、ポーランド、ウズベキス

タン、ブルネイの発展戦略　など	  



伙伴関係とは	  
　・中国と一定の信頼関係を構築、重大な問題について基本的に意見を異にしない関係。	  
　　（相互尊重、求同存異、合作共贏の関係）	  
　・条約や協定でなく元首の共同声明をもって構築。	
　・16種類：戦略、全面、合作、協作、全天候、全方位、友好、創新、創新全面、互恵の10の言葉の組合せ。	  
　・中国と当該国のその時々の関係により格上げされる（提昇）	
　・妥協と譲歩による交渉の成果として構築されるFTAとは一線を画している。	

	  

〇中国が伙伴関係を構築するという決意は決して変わらない。	  
〇中国は、何よりも伙伴関係の構築を国家間交流の 指導 原則と定める。	  
〇現在90余ヵ国・地区と伙伴関係を構築している。	  
〇中国は世界規模の『朋友圏』の輪を拡げて行く。	  
〇米国とは新型大国関係を、ロシアとは全面戦略協作伙伴関係を、欧州とは平和・成長・改革・文明伙伴関係	  
	  	  （全 面戦略）を、	  BRICSと発展・団結・協力の伙伴関係を積極   的に構築。	  
〇中国は発展途上国との実務協力を深化させ、呼吸と運命を共にし、共に発展することを堅持する。中国は、	  	  
	  	  	  	  親・誠・恵・容の理念に照らし、周辺国とウインウイン の協力深化させ、アフリカ諸国の発展進し、新たな発	  
	  	  	  	  展を実現する。	  

　伙伴関係の構築	
　　　　　　　　　　 2017年1月：国際連合ジュネーブ事務局訪問時講演　(要約）	 



伙伴関係の種類	   国・地区など	 

戦略伙伴関係	 
ASEAN、アラブ首長国連邦、アンゴラ、タジキスタン、トルクメニスタン、ナイジェリア、カナダ、ウクライナ、アフリカ連合（AU：54ヵ国、世界最大の地域機関）、モンゴル、キルギス
タン、カタール、チェコ、モロッコ、ウルグアイ	 

全面戦略伙伴関係	 

ＥＵ、英国、イタリア、フランス、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、デンマーク、ベラルーシ、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、ベネズエラ、カザフスタン、インドネシア、マレーシア、
南アフリカ、アルジェリア、オーストラリア、ニュージーランド、カンボジア、エジプト、サウジアラビア、イラン、セルビア、ポーランド、ウズベキスタン、コンゴ、エクアドル、ペルー、
チリ、  シエラレオネ	 

戦略合作伙伴関係	 アフガニスタン、韓国、インド、スリランカ、トルコ、バングラデシュ（更加緊密的戦略合作伙伴関係）	 
全面戦略合作伙伴関係	 タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー、モザンビーク、コンゴ、ギニア	 
全面戦略協作伙伴関係	 ロシア	 
全天候戦略合作伙伴関係	 パキスタン	 
全方位戦略伙伴関係	 ドイツ	 
互恵戦略伙伴関係	 アイルランド	 
創新戦略伙伴関係	  
創新全面伙伴関係	 

スイス	  
イスラエル	 

合作伙伴関係	 フィージー（重要合作）アルバニア（伝統合作）、トリニダードトバコ、アンティグア・バーブーダ	 
友好合作伙伴関係	 ハンガリー、モルディブ、セネガル	 

全面合作伙伴関係	 
コンゴ共和国、ネパール、クロアチア、タンザニア、オランダ、東ティモール、エチオピア、	  
ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体(CELAC:33ヵ国)、ガボン	 

全面友好合作伙伴関係	 ルーマニア	 
全方位友好合作伙伴関係	 ベルギー	 
友好伙伴関係	 ジャマイカ	 
伙伴関係	 日中韓	 

中国	  

伙伴関係	  

（頭語）	 
概意	 

戦略	 
協力が高次元で、その領域が広く、核心利益と将来の発展方向が一致している関係	 

全面	 協力領域（政治、経済、軍事、文化、環境保護、社会など）がより広い関係	 

互恵	 互恵戦略伙伴関係にあるのはアイスランドのみ	 

合作	 
政策面で相互協調、相互支持にある関係。戦略を伴わない場合（例：友好合作伙伴関係ど）は.	  	  	  	  	  	  主に経済協力に重点	 

全天候	 

どんな時でも政治、経済、安全面等の各種国際的事務において密接な関係にあること。最高水準の友好関係にある国。パキスタンの

み全天候を冠した伙伴関係（全天候戦略合作伙伴関係）	 

全方位	 協力領域が多く範囲が広い。“全面”と比べ、さらに包括的で協力領域が広い	 

友好	 政治・経済関係が良好であること	 

創新	 この2語を有するのは、スイスとの伙伴関係のみ（創新戦略伙伴関係）	 

　協作　　　　　　　　この2語を有するのは、ロシアとの伙伴関係のみ（全面戦略協作伙伴関係）	 

創新全面　　　　　　この４語を有するのは、イスラエルとの伙伴関係のみ（創新全面伙伴関係）	 

　　　　　　　　　　　　　　　　伙　伴　関　係	 



一帯一路関連の主要な『枠組み』（2017年4月末時点）	
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中国のFTAネットワーク(201７年７月時点） 

中国	  

伙伴関係構築図 

 

新
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圏

(FTA)

新
型
国
際
関
係（

秩
序）	  上海協力機構　　　BRICS	  

ユーラシア経済連合	  
南アジア地域協力連合	  
湾岸協力会議	  
EU　１６＋１	  
日中韓　RCEP　等	  

　　 締結：15国・地区・組織	  
　　   交渉中：10国組織	  
　　　研究中：12国　　　　　　　　　	  
　　　　　　　　 10国：昇級版を除く	  

一帯一路沿線国	  
　　22国・地区	



一帯一路と三皇帝 

秦帝国の版図	 
中国統一	 

（紀元前3世紀）	 

初代皇帝チンギス・カンの諸遠征　　　	 
　　　モンゴル帝国の拡大	 
　　　　（紀元13世紀）	 

鄭和艦隊の進路〈7回）	  
通商経済圏の構築	  
(紀元14世紀）	  



一帯一路の要点	 一帯一路における経済交流実績（2016年）	 
  
経緯： 習近平国家主席が2013年9月と10月、それぞれ、カザフスタン(「一帯」）とインドネシア（「一路」）で提起 
主旨：沿線国・地区のインフラ整備をテコにウインウインの『運命共同体』の建設 
原則：互利共贏・合作共贏（ウインウインの協力関係の構築）    
　　  共商・共建・共享（共に協議・建設・享受する）の関係構築　　　　                                             
主軸：互聯互通／５通（政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通（政策協調、インフラの整備、	
      円滑・間断なき貿易・投資交流、建設資金の調達・融資、文化・人材交流など） 
範囲：ユーラシア（欧州、アジア等）、南太平洋、アフリカの一部 
　　　　含む60余国・地区（100余ヵ国：参加・支持） 
一帯一路を提唱した中国側の事情： 
①人民元の国際化（経済交流の拡大等） 
②外貨準備の有効活用（シルクロード基金の設立等：初期資本金100億㌦の内：65億ドルが外貨準備）：  	

   基金資金400億㌦ 
③国内過剰設備の活用（国際産能合作の展開等） 
④対外投資・走出去の促進（同上） 
特色・目的・強調点： 
①改革開放の国際化(国際経貿合作区の設立／PPPの展開等） 
②雁行型経済発展の継続版、 
③AIIBなど国際金融機関の設立・活用 
④欧州への通商交易路の確保（欧州との経済交流時間の縮小） 
⑤グローバリズムのプラットフォーム 
⑥朋友圏（友人サークル）の拡大 
⑦「一帯一路」は『世界の公共財』 
⑧世界最長の経済回廊 

  
経済規模：21.9兆㌦（世界全体の29％）　 
人口：約44.6億人（世界全体の63％） 
中国との経済交流実績： 

輸出入総額：9535.9億㌦（全体の25.7％、前年比0.4％増） 
　  輸出：3兆8319億元（同0.5％増） 
　　輸入：2兆4198億元（同0.4％増） 
　中国の対一帯一路沿線53ヵ国投資(FDI):145.3億㌦(全体の8.5％強) 
　一帯一路沿線国の対中直接投資額：71億㌦（458億元、全体の36.3％） 
　対外請負工事業務完成営業額：759.7億㌦（9.7％増、全体の47.7％） 
  沿線61ヵ国対外請負工事契約額：1260.3億㌦（同36％増、全体の51.6％） 
 2016年の一帯一路沿線国の在中新規設立企業：2905社（34.1％増、全体の10.4％） 
対外労務協力派遣人員： 
  49万人（同6.8％減） 
境外経貿合作区数： 
 沿線国20余国で56の境外経貿合作区： 
累計投資額：185.5億㌦、 
入区企業：1082社、 
総生産額：506.9億㌦ 
受入国の税収：10.7億㌦　(受入国の雇用創出：17.7万人) 

一帯一路の要点と経済交流実績	
	 	 	 	 	

出所：各種資料から作成。「一帯一路を提唱した中国側の事情」および「特色と目的」は筆者の見解 	



ご清聴ありがとうございました。	

国際貿易投資研究所　江原規由	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年12月21日	  



関連資料	  



	  

サウジアラビア、イラン、 
エジプト 1月 

チェコ 3月 

セルビア、ポーランド、	  
ウズベキスタン 6月	  
	  
カンボジア、バングラデシュ	  
インド 10月	  
	  
エクアドル、ペルー、チリ 
11月	  
	  
カンボジア、バングラデシュ	  
インド 10月	  

年月日	 国	 伙伴関係の種類	 署名場所）	 

2015年12月24日	 エジプト（新局面開拓）	 全面戦略伙伴関係	 北京	 

2016年1月19日	 ☆サウジアラビア	 全面戦略伙伴関係	 リヤド	 

　　　　　23日	 ☆イラン	 全面戦略伙伴関係	 テヘラン	 

	  	  	  	  	  	  	  	  3月	  8日　　　	 ☆スイス	 創新戦略伙伴関係	 北京	 

　　　　　　        21日	 ドイツ(強化)	 全面戦略伙伴関係	 北京	 

　　　　　29日	 ☆チェコ	 戦略伙伴関係	 プラハ	 

　　　       　4月19日	 ニュージーランド(発展)　	 全面戦略伙伴関係	 北京	 

　　　	  	  	  	  5月3日	 ラオス（拡大・深化）	 全面戦略伙伴関係	 北京	 

　　　　11日	 ☆モロッコ	 戦略伙伴関係	 北京	 

　　　　　18日	 ○モザンビーク	 全面戦略合作伙伴関係	 北京	 

　　　　6月18日	 ○セルビア	 全面戦略伙伴関係	 ベオグラード	 

　　　　　　        18日	 ロシア（深化）	 全面戦略協作伙伴関係	 北京	 

　　　　　20日	 ○ポーランド	 全面戦略伙伴関係	 ワルシャワ	 

　　　　　22日	 ○ウズベキスタン	 全面戦略伙伴関係	 タシケント	 

　　　　　       　23日	 トルクメニスタン（充実）	 戦略伙伴関係	 タシケント	 

7月5日	 ○コンゴ	 全面戦略合作伙伴関係	 北京	 

9月13日	 ○ペルー	 全面戦略伙伴関係	 北京	 

10月18日	 ○ウルグアイ	 全面戦略伙伴関係	 北京	 

11月2日	 ☆ギニア	 全面戦略合作伙伴関係	 北京	 

　　　　　　        17日	 エクアドル（認識一致）	 全面戦略伙伴関係	 キト	 

　　　　　　        22日	 ○チリ	 全面戦略伙伴関係	 サンティアゴ	 

　　　       　12月1日	 ○シエラレオネ	 全面戦略伙伴関係	 北京	 

8日	 ☆ガボン	 全面合作伙伴関係	 北京	 

☆：伙伴関係新規構築、○：同格上げ,（	 ）は今後の伙伴関係の方向　	  
2016年に入ってからの伙伴関係の構築・格上げ等の事例	  

習近平国家主席の外遊(2016年)	  



中国と韓国が構築した伙伴関係の格上げ推移  
　　1992年　国交正常化 
　　1997年　21世紀合作伙伴関係（金大中大統領訪中時） 
　　2003年　21世紀全面合作伙伴関係（盧武鉉大統領訪中時） 
　　2008年　中韓戦略合作伙伴関係（李明博大統領訪中時） 
中国とロシアが構築した伙伴関係の格上げ推移 
　　1996年　戦略協作伙伴関係 
     2011年　平等信任、相互支持、共同繁栄、世代友好的全面戦略協作伙伴関係 
　　2014年　中ロ関係は歴史的に最良時の中ロ全面戦略協作伙伴関係　	

中国とEUが構築した伙伴関係の格上げ推移  
　　1998年　面向21世紀的長期穏定建設性伙伴関係 
　　2001年　全面伙伴関係 
　　2003年　全面戦略伙伴関係 
　　2013年　和平　増長　改革　文明四大伙伴関係～　	 

〇日本	 
1998年和平与发展的友好合作伙伴年关系→未決着　　提案	 
（致力于：在外交语言中往往含着还在努力但为达到的涵义）	 
	 
〇米国	 

1997－1998年：建設性戦略伙伴関係→中米関係悪化	 
2002年以後：建設性伙伴関係－互利互贏合作伙伴関係→新型大国関係→未決着	 

　伙伴関係の格上げ事例	  



	  
中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进一步深
化全面战略协作伙伴关系的联合声明（全文）	
2017年07月05日	  05:07	  	  	  来源：新华社	
 	
新华社莫斯科7月4日电中华人民共和国和俄罗斯联邦
关于进一步深化全面战略协作伙伴关系的联合声明	
 	
　　应俄罗斯联邦总统弗·∙弗·∙普京邀请，中华人民共和
国主席习近平于2017年7月3日至4日对俄罗斯联邦进行
国事访问。两国元首在莫斯科举行会晤。习近平主席
还会见了俄罗斯联邦政府总理德·∙阿·∙梅德韦杰夫。	
　　中华人民共和国和俄罗斯联邦（以下称“双方”），
声明如下：	
　　双方秉持2001年7月16日签署的《中华人民共和国
和俄罗斯联邦睦邻友好合作条约》宗旨和原则，着眼
两国人民的愿望，顺应合作共赢的时代发展潮流，开
创性建立新型国家关系，其基础是相互尊重、平等信
任，核心价值是相互支持，目标是两国人民共同繁荣。
实践证明，中俄关系成熟稳固，不因外部环境影响而
改变，是当今世界大国、邻国和谐共处、合作共赢的
典范。中俄关系已超越双边范畴，成为维护国际战略
平衡与世界和平稳定的重要因素。	
　　新的历史条件下，双方将致力于进一步发展和巩
固平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的中俄
全面战略协作伙伴关系，推动深化政治互信、务实合
作、安全合作、人文交流、国际协作。	
 	
　　政治互信	
　　双方强调，牢固的互信是中俄政治关系的本质属
性和最重要特征。	
　　双方一致同意，无论国际形势如何变化，都将恪
守《中俄睦邻友好合作条约》；相互视对方为外交优
先伙伴；遵循两国元首达成的共识，相互支持对方维
护主权、安全和领土完整等核心利益的努力，支持对
方走符合本国国情的发展道路，支持对方发展振兴，
支持对方推行自主的内政方针。	
　　两国元首将继续发挥对双边关系的战略引领作用。	
　　双方将：	
　　——保持高层密切交往。根据国际形势和两国关
系发展需要，调整、充实和完善现有高级别对话交流
机制架构、职能和内涵。	
　　——充分发挥中俄总理定期会晤机制在统筹规划
和推动两国务实合作方面的主导作用，保持投资、能
源、人文、经贸、地方副总理级合作委员会高效运转，
推动两国务实合作提质升级。	
　　——加强立法机关协作，不断丰富合作机制内容，
密切在多边议会组织框架内的沟通与配合。	
　　——支持中国共产党同俄罗斯主要政党保持机制
化交往，交流治党治国经验，增进相互理解与信任，
推动双边关系整体发展。继续在中共中央办公厅、中
央纪委监察部与俄总统办公厅建立的交流合作机制下
开展全面协作。	
　　——加强双边关系统筹协调，两国政府各部门、
地方和民间团体以两国整体关系发展为中心开展友好
交往合作，对两国整体关系发展形成有益促进和补充。	
	  	  
　	  
　	

	  	
	  	  
务实合作	
　　双方商定，将继续发挥各自优势，本着互惠互利、
相互理解的原则，围绕中俄发展战略对接以及“一带一
路”建设与欧亚经济联盟对接，致力于深化各领域务实
合作，巩固中俄关系持续发展的物质基础。	
　　——双方继续开展“一带一路”建设与欧亚经济联盟
对接，推动签署《中华人民共和国与欧亚经济联盟经
贸合作协议》。双方将在开放、透明和考虑彼此利益
的基础上，为推动地区一体化进程，继续就构建“欧亚
经济伙伴关系”制定	
相关措施。	
　　双方欢迎签署《中华人民共和国商务部与俄罗斯
联邦经济发展部关于欧亚经济伙伴关系协定联合可行
性研究的联	
合声明》，期待有关联合可行性研究尽快取得积极进展。	
双方高度评价今年5月在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛，
各方围绕政策与发展战略对接、互联互通务实合作等共同关心的议
题展开深入、富有成效的讨论，达成重要国际共识并取得重要成果。	
　　双方将采取以下必要措施：	
　　——巩固双边贸易回稳势头，促进贸易平稳发展，逐步优化贸
易结构，创新合作模式，突出重点领域，培育新增长点。	
　　——加强知识产权保护。	
　　——努力扩大相互投资，推动大项目落地，在重点合作领域共
同建设附加值链条。	
　　——本着长期合作、利益共享和经济可行原则开展能源合作，
积极构建能源战略伙伴关系。扩大两国境内油气田勘探开发合作，
确保双方企业在上下游领域合作规模、效益相匹配。积极开展第三
国油气项目合作，共同维护国际石油市场秩序；加强电力领域全产
业链合作，开展包括标准认证领域在内的电力政策协调；促进双方
企业在可再生能源、煤炭、水电开发等领域合作。	
　　——根据两国总理发表的《关于深化和平利用核能领域合作的
联合声明》，本着利益均衡和一揽子原则，推动落实两国核领域战
略性合作项目。	
　　——推动实施交通和基础设施项目，包括莫斯科至喀山高速铁
路、同江－下列宁斯阔耶铁路大桥、黑河－布拉戈维申斯克公路桥、
中蒙俄经济走廊等建设；继续建设黑瞎子岛－大乌苏里岛口岸，协
作改善通过跨西伯利亚铁路至欧洲国家的货物运输条件，加快推进
建设“滨海1号”和“滨海2号”国际交通走廊。	
　　——探索科技合作新模式、新项目，加强前沿性、原创性联合
研究，围绕两国科技发展优先方向共同规划并实施一批重点项目；
积极开展创新对话，加强创新政策交流互动，推动双方创新主体间
合作。	
　　——在和平利用外层空间基础上，加强中俄航天领域合作，落
实火箭发动机、对地观测、探月与深空探测、空间碎片监测等重点
项目合作；签署并推动《2018－2022年中俄航天合作大纲》实施；
探讨航天活动商业化等新合作模式。	
　　——落实《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于协作推
进信息网络空间发展的联合声明》，进一步增强网络安全领域互信，
加强网络安全标准化、网络安全人才培养、关键信息基础设施保护
等领域协作。	
　　——秉持务实态度和互利共赢原则，不断加强和推进中俄双方
在工业制造及通信与信息技术领域合作。	
　　——鼓励双方主管部门签订有关加强农业合作以及检验检疫合
作的协议，发展渔业合作。便利农产品进入对方市场的手续，完善
农产品进入对方市场的检疫准入程序，包括采取科学措施妥善解决
动物疫病区化问题，推动双方肉类、水产品、杂粮杂豆类等农产品
进出口贸易发展，鼓励开展农业领域相互投资项目。	
　　——支持双方在财经合作问题上保持双、多边密切对话与协作。
双方欢迎今年6月19日在上海举行的第七次中俄财长对话成果。	
　　——推动扩大贸易、投资及金融领域本币使用规模。	
　　——根据本国监管规定及世界贸易组织义务，通过发展金融体
系和金融服务网络，加强中俄金融市场合作。在宏观审慎管理和金
融机构监管等方面加强协作，开展保险和再保险领域合作。	
　　——如在俄罗斯市场发行以人民币计价的俄罗斯联邦政府债券，
鼓励中国投资者参与发行工作。	
　　	

	  	
 　——加强双方在“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接框
架下的金融合作，建设长期、稳定、可持续的融资体系。	
　　——支持深化金砖国家财金合作，包括在新开发银行、
政府和社会资本合作（PPP）、会计审计和税收等领域的
合作。	
　　支持设立金砖本币债券基金，该基金投资范围可包括
主权债、准主权债和公司债券，以促进本币债券市场发展。	
——推动新开发银行和亚洲基础设施投资银行等多边开发
机制参与为双方境内基础设施建设和升级改造进行融资，
实现互利共赢。	
　　——进一步加强跨界水体保护、跨界自然保护区建设、
环境灾害应急、应对气候变化不良影响等合作，合力拓展
在废物处理等领域的多层次互利合作。	
　　——发挥中俄边界联委会作用，进一步深化双方边界
各领域合作，加大边境地区基础设施建设，完善口岸工作。	
	
—运用中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会、中
国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会机制合
作经验，拓展地方合作范围和领域。通过利用中俄地区合作发展投资基
金等机制落实重大双边合作项目，建立黑瞎子岛（大乌苏里岛）开发合
作机制，包括采取环境保护措施。	
　　——加强中俄在北极地区的合作。支持双方有关部门、科研机构和
企业在北极航道开发利用、联合科学考察、能源资源勘探开发、极地旅
游、生态保护等方面开展合作。	
 	
安全合作	
　　双方指出，面对当前共同的安全风险和挑战，基于两国高度的政治
和战略互信，双方将继续本着维护共同安全的目标，高度重视并大力推
进安全领域合作，合力应对传统和非传统安全威胁挑战，共同维护各自
国家及地区和世界的和平安宁。	
　　——充分发挥双方高层交往及战略安全磋商机制作用，加大政治安
全领域相互支持，不允许任何势力利用本国领土从事反对对方的活动；
就发展道路和理念、治国理政经验、加强执政能力建设等加强交流对话，
维护各自国家的社会稳定。	
　　——发展军事和军技领域交流与合作，加强军事互信，推进两军现
有合作机制不断深化，共同应对地区和全球安全威胁。	
　　——用好执法安全合作机制平台，统筹协调、整体推进两国执法安
全合作。	
　　——两国继续致力于合作打击恐怖主义、分裂主义、极端主义活动
及其他威胁两国安全的恐怖势力，全面加强在多边反恐领域的政策协调
与建设性合作。	
 	
　　人文交流	
　　双方强调，民意相通和文化相融是两国世代友好的根基，将积极致
力于扩大中俄人文领域交流合作，不断增进友谊，巩固中俄关系的社会
和民意基础。	
　　双方高度重视中俄人文合作委员会在统筹人文合作方面开展的工作，
将共同推动《中俄人文合作行动计划》实施。为此，双方将：	
　　——继续支持深圳北理莫斯科大学建设，为各领域务实合作联合培
养高层次专业人才；鼓励和支持高校开展合作，共同推动在华俄语研究
和在俄汉语研究，致力于在2020年前将两国留学交流人员规模扩大到10
万人。	
　　——继续共同举办文化节、文化日、电影节、电视节等大型文化活
动，鼓励两国专业文化机构、艺术院校、艺术院团加强联系，深化合作。
双方支持两国文化中心积极开展活动，高度评价建立中国共产党第六次
全国代表大会会址常设展览馆的工作。	
　　——集中力量办好中俄冬季和夏季青少年运动会、“丝绸之路”国际
汽车拉力赛等亮点活动。双方商定以筹办2022年北京冬奥会为契机，推
动冬季运动项目、人才培养和运动科学等方面的交流合作。	
　　——支持两国有关机构积极合作落实2016年至2017年中俄媒体交流
年活动计划。双方指出，举办媒体交流年有助于加强两国媒体新闻领域
合作、举办大型媒体活动、推广广播、电影与电视节目、翻译出版图书、
扩大无需国际通讯社中转直接进行的视频资料和日常信息交换，以及加
强其他领域合作。	
　　——促进旅游活动，进一步扩大双向旅游交流规模，完善市场规则，	

　	
 推动旅游交流便利化，优化基础设施，提升旅游服务质
量，丰富服务种类，推动历史和红色旅游合作深入开展。	
　　——继续鼓励中俄青年友好交流，开展百名青年代表
团互访项目，互学互鉴，传承中俄世代友好理念。	
　　——加强防灾减灾救灾领域合作，重点在灾害监测预
警、风险评估、灾情通报、救援技术分享、专家培养、经
验交流等方面开展务实合作。	
　　——在卫生领域积极协作，包括在灾害医学、疾病防
控及卫生防疫等领域开展共同行动，在中俄医科大学联盟
基础上扩大高校医学机构联系，开展现代生物医学技术应
用领域的合作，在药品和医疗器械领域继续开展协作。	
　　——继续促进两国档案部门之间的合作，包括交流档
案工作先进经验，筹备联合出版文献，实施办展项目，在
现存档案文献基础上研究中俄历史及两国关系。	
　　——加强双方在对方境内烈士纪念设施保护管理方面
的合作，在已有合作经验基础上制定并签署关于一揽子问
题的新政府间协定。	
　　——继续发挥中俄友好、和平与发展委员会作为两国
民间交往主渠道的作用，配合两国关系发展的重大主题，
积极推动和开展灵活多样的民间交流与合作，对官方外交
形成有益补充。	
	
国际协作	
　　中俄是建立全面战略协作伙伴关系的两大邻国，同为第二次世界大
战战胜国、联合国安理会常任理事国和主要新兴市场国家，认为当前国
际形势仍然复杂多变，双方有责任、有义务、有必要在国际和地区事务
中开展更加密切有效的协作，共同促进地区及世界的和平稳定和繁荣发
展。	
　　从当前实际出发，基于两国发展和维护新型国家关系的共同经验，
中俄将以人类团结和共同利益为基础，推动国际秩序朝着更加公正、合
理的方向发展。	
　　——双方呼吁国际社会尊重各国人民自主选择本国政治制度和发展
道路的权利，尊重别国利益；以《联合国宪章》宗旨和原则为指导，通
过对话协商解决矛盾分歧，在考虑共同利益的基础上，严格在法律范畴
内推动热点问题政治解决进程。	
　　——双方将继续捍卫联合国在国际事务中的权威性和核心地位，推
动联合议程，通过广泛协作完善全球治理，优化一体化进程，巩固包括
新兴市场国家和发展中国家在内的所有国际社会成员立场并考虑其利益。	
　　——双方将在坚持共商、共建、共享以及国际关系中的安全不可分
割原则基础上推动树立共同、综合、合作、可持续的安全观，在以国际
法为依据进行集体决策的基础上推动加强国际和地区安全与稳定。	
　　——双方呼吁国际社会尊重当今世界文化差异和文明多样性，鼓励
各文明间建设性协作，让文明交流互鉴成为人类社会进步的动力和维护
世界和平的因素。	
　　——双方致力于推动全球平衡落实2030年可持续发展议程，加强国
际发展合作。双方倡导运用先进科技实现经济、社会、环境可持续发展，
共同推动《巴黎协定》的落实，提高人民生活水平。	
　　双方将全面加强国际领域战略协作，在外交工作中优先重视彼此就
国际问题进行沟通，就各自重大政策和行动加强协调，深化各自外交部
门、驻对方国家使领馆、各自驻第三国外交代表机构之间的合作。	
　　为更加充分阐述双方对当前世界形势和重大国际问题的看法主张，
双方将就此专门发表联合声明，呼吁国际社会共同努力应对当前发展阶
段面临的挑战，实现合作共赢。	
 	
　　双方适应新形势下落实《中俄睦邻友好合作条约》和进一步发展两
国全面战略协作伙伴关系的需要，制定《〈中华人民共和国和俄罗斯联
邦睦邻友好合作条约〉实施纲要（2017年至2020年）》，两国元首予以
批准。	
 	
　　中华人民共和国主席 俄罗斯联邦总统	
　　习近平（签字） 弗·∙弗·∙普京（签字）	
　　二○一七年七月四日于莫斯科	
 	

 	 

中国とロシアの全面戦略協作伙伴関係をさらに深化することに関する共同声明（全文）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
出所：2017年7月5日　新華社	

全文　　　：5300字	  
政治互信：  500字	  
実務協力：2000字	  
安全協力：  350	  字	  
人文交流：1000字	  
国際競作：  800字	  
その他：　　 650字	  

・围绕中俄发展战略对接以及“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接。继续就构建“欧亚经济伙伴关　	  
　系”制定相关措施。“一带一路”国际合作高峰论坛。加强知识产权保护、推动落实两国核领域战	  
　略性合作项目。推动实施交通和基础设施项目（莫斯科至喀山高速铁路、同江－下列宁斯阔耶	  
　铁路大桥、黑河－布拉戈维申斯克公路桥、中蒙俄经济走廊等）加强中俄航天领域合作	  
・加强双方在“一带一路”建设：金砖新开发银行・PPP等合作深化、设立金砖本币债券基金、推动新开	  
	  	  	  发银行和亚洲基础设施投资银行等	  
・自然保护、气候变化、拓展地方合作范围和领域（中国东北地区和俄罗斯远东、长江中上游地区等	

1996年:战略协作伙伴关系,2011年:平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的全面战略协作伙伴关系，	  
2014年:中俄全面战略协作伙伴关系.当前,中俄关系处于历史最好时期	



	  

	  
国際産能合作：産業輸出（理想型：中国企業＋先進国外資企業→第三国投資<一帯一路>）／将来：中国企業＋在中外資企業→第三国投資<一帯一路>	  ）	  
　　　　　　　　　　2017年時点：カザフスタンなど30余ヵ国と国際産能合作協議に署名、海外経貿合作区設置（下記）	  
　　　　　　　　　　注目点→中国PPP事業の国際化：ロシアとの伙伴関係に明記・BRICSで協力の枠組つくりで一致・国連欧州委員会との連携	  
　　　　　　　　　　　　　　　　国内：PPP2014年1月～2017年6月：PPP正規案件（3774件）、総額（5.6兆元）。2016年来案件（3205件）、総額（4.6兆元）。　	  
	  
海外経貿合作区：一帯一路沿線国20余ヵ国に56ヵ所設置（2016年末時点：1000余外資企業が進出済　　　　　　　　　	  
	  
関係国の発展戦略（国際組織）との連携）：①カザフスタンの“光明の道”発展戦略、②モンゴルの“草原の道”発展戦略、③ロシア主導の“ユーラシア経済連盟”　	  
　　　　　　　　　の発展戦略、④欧州委員会委員長のユンケル投資計画、⑤カンボジアの“四角戦略”、⑥ラオスの“開放陸国発展戦略”（中文：変陸鎖国為陸聯国	  
　　　　　　　　　戦略）、⑦サウジアラビアの“2030ビジョン”、⑧エジプトの“振興計画”、⑨イランの“4大回廊・クロスボーダー回廊”発展戦略、⑩チェコ、ポーランド、	  
　　　　　　　　　ウズベキスタン、ブルネイの発展戦略　など	  
	  
インフラ整備：2017年5月までに中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車はすでに3700往復以上運行。西安など中国25都市と欧州11カ国を結んでいる。	
	  
資金確保／融資体制：当該国の予算支出・外資導入・人民元国際化（中国からの銀行の融資・現地支店の開設等）・ADBとの協調融資、シルクロード基金、AIIB、	  
	  
債券発行：2017年3月：ロシア・アルミニウム（ルサール）が上海商品取引所で初の人民元債券（パンダ債）発行。	  
　　　　　　　2017年7月：スペイン政府クレジット局が中国で人民元債券を発行し自国企業の一帯一路枠組みでのインフラプロジェクトへの参画を支援すると発表。	  
	  
融資例：2017年5月23日、中国国家開発銀行がイ　　	  
　　　　　　　　　　　　　　　ンドネシア中国高鉄有限公司に、ジャカルタ-‐バンドン間高鉄建設プロジェクトに融資（45億㌦）	  
　　　　　　2016年12月末時点：中資銀行9社が一帯一路沿線26ヵ国に62支店（中文：一級機構）を開設済	  
	  
国有企業展開例：2017年5月時点、一帯一路沿線国企業に投資、出資などで関係している中央国有企業は47社（1676プロジェクト）、　　　　	  

○一帯一路の主軸：「5通」	  
	  	  
                                  政策溝通：政策連携(政策協調、沿線国の発展戦略との連携、伙伴関係の構築、グローバル・ ガバナンス改革・新型国際関係の構築のための布石など）	  
                                  設施聯通：インフラ整備（交通・物流網の整備、都市化の推進など）	  
                                 貿易暢通：円滑・間断なき貿易・投資交流（一帯一路FTAの構築への布石など）	  
                                 資金融通：一帯一路建設資金の調達・融資（AIIBとの連携、人民元の国際化など）	  
                                 民心相通：人材・文化交流の強化（一帯一路奨学金の創設、中国のソフトパワーの発揮など）	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                                          　
（　　）内は筆者加筆	  

○　国際産能合作／海外経貿合作区／一帯一路関係各国・国際組織の発展戦略との連携（対接）／インフラ整備／関連資金調達例など	  





⼀一帯⼀一路路国際協⼒力力サミット・フォーラムの成果北北京サミット・フォーラムの成果
（習主席の基調講演の要点）

2014年－2016年の一帯一路沿線国との対外貿易：3兆ドル
一帯一路沿線国に対する直接投資（累計）：500億ドル
一帯一路沿線国における経貿合作区建設：20余ヵ国に56ヵ所

11億ドル税収、雇用18万人
40余ヵ国・国際組織と協力協議に署名
30余ヵ国と国際産能合作を展開
北京フォーラム期間中、連接（対接）協力協議と共同計画に署名予定
60余ヵ国・国際組織と“ 一帯一路” 貿易円滑化協力提案（倡議）を共同推進
互联互通（interconnection）プロジェクト→複合型インフラネットワークの形成
ハード面：交通運輸、インフラ整備、資源開発等
先導役：中・パ、中・蒙・ロ、新ユーラシア・ランドブリッジ等経済回廊
骨 格：陸・海・空の交通網と情報高速網
拠 所：鉄道・港湾・パイプライン等重大プロジェクト
鉄道（加速推進）：雅万ジャカルタ-バンドン高铁、中老（中国雲南省玉溪市 –ラオス）)鉄路路、

亜吉（エチオピア-ジブチ）铁路、匈塞（ハンガリー-セルビア）铁路等
中欧班列合作協議の深化(発展)で署名予定

港湾（建設） ：パキスタンGwadar	  港、ギリシャPiraeus港等
ソフト面：通信、通関、検疫等

⼀一帯⼀一路路国際協⼒力力サミットフォーラム開催成果（5⼤大類、76⼤大プロジェクト、270余の内の主要成果）

5通：主要成果
①政策溝通、②設施聯聯通、③貿易易暢通、④資⾦金金融通、⑤⺠民⼼心相通

①政策協調：関係国政府と「一帯一路」協力覚書に調印
(モンゴル、パキスタン、シンガポール、ミャンマー、マレーシアなど)

・関係国際組織と「一帯一路」協力文書に調印

(国連開発計画、国連工業開発機関、国連貿易開発会議、世界保健機関など)

・本フォーラムの定期的開催、フォーラム諮問委員会、連絡事務局の設置

②インフラ連接：ウズベキ、トルコ、ベラルーシ政府と国際運輸及び戦略連携協定に調印
・タイ政府と原子力平和利用政府間協定に調印

・カンボジア環境省と中・カ合同海洋観測所の建設に関する議定書に調印

・中国、ベラルーシ、ドイツ、カザフスタン、モンゴル、ポーランド、ロシア鉄

道の国際定期貨物列車『中欧班列』協力深化に関する協定」に調印

③貿易・投資交流の円滑化：パキスタン、ベトナム、カンボジア、ラオス、フィリピンなど30カ国
政府と経済・貿易協力協定に調印

・60数カ国及び国際組織と「一帯一路」貿易円滑化協力推進イニシアティブを発表

・カザフスタン、オランダ、ポーランドの税関当局と税関協力文書に調印

④金融・資金調達：
・シルクロード基⾦金金に1000億元を追加出資
・中国財政部（財務省）は多国間開発銀行と多国間開発融資協力センターを設立

・中国国家開発銀行は「一帯一路」インフラ融資（1000億元相当）、同生産能力協

力融資（1000億元相当）、「一帯一路」金融協力融資（500億元相当）を設置

⑤⽂文化・学界・⼈人材交流流：沿線の途上国への支援強化（今後3年間の援助総額は600億元超）
・沿線国での各種民生支援（20億元の緊急食糧支援、南南協力援助基金に10億

ドルを追加出資など）

・「一帯一路」奨学金の創設



一帯一路沿線国投資安全指数	

地域 国 投资安全指数 

北東アジア モンゴル 　　43.1 
ロシア 　　46.1 

東南アジア 

インドネシア 　　53.1 
タイ 　　49.7 
マレーシア 　　55.5 
ベトナム 　　42.1 
シンガポール 　　67.2 
フィリピン 　　50.1 
ミャンマー 　　42.2 
カンボジア 　　45.3 

南アジア 
インド 　　55.0 
パキスタン 　　39.4 
バングラデシュ 　　44.8 
スリランカ 　　47.0 

西アジア 
北アフリカ 

サウジアラビア 　　49.5 
アラブ首長国連邦 　　48.5 
オマーン 　　44.5 
イラン 　　45.2 
トルコ 　　47.2 
エジプト 　　39.1 
クウェート 　　42.9 
イラク 　　30.0 
カタール 　　46.9 
ヨルダン 　　41.6 
レバノン 　　34.5 
バーレーン 　　40.0 
イエメン 　　16.8 

中東欧 

ポーランド 　　58.5 
ルーマニア 　　52.3 
チェコ 　　57.6 
スロバキア 　　60.2 
ブルガリア 　　59.1 
ハンガリー 　　45.6 
ラトビア 　　56.3 
リトアニア 　　53.7 
スロベニア 　　57.0 
エストニア 　　52.3 
クロアチア 　　48.6 
アルバニア 　　48.9 
セルビア 　　49.7 
マケドニア 　　42.0 
ボスニア・ヘルツェゴビ
ナ 

　　44.8 

中央アジア カザフスタン 　　38.9 
ウズベキスタン 　　39.2 

独立国家共同体 
その他の国 

アゼルバイジャン 　　40.6 
モルドバ 　　38.0 

地域 国 投资安全指数 

出所：北京第二外国語学院発表（中国経済日報　2017年5月11日）	


