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北東アジア地域における経済協力の強化と経済発展の促進

李光輝 (中 国商務部国際貿易経済合作研究院

アジア・アフリカ研究所所長 )

皆さま、こんにちは。本日は、大会に参加 させていただき、誠にありがとうございます。こ

こに、「北東アジア地域における経済協力の強化 と経済発展の促進」について話させていただきた

いと思います。

北東アジア地域経済統合は、進展しているグローバ リゼーションの一環として、世界経済の

発展に影響をもつものとなっている。域内の経済発展を見ても、北東アジア地域経済協力の促進

は関係各国の国際的地位の向上、社会厚生の改善につながるものであり、国際経済統合の流れに

さおさすものでもある。

一、北東アジアの地域協力と東アジア経済協力

近年、北東アジア地域における経済協力は注目を集め、その進展も域内外からの関心が高ま

りつつある。 というのは、当該地域の経済統合が、世界、そして東アジア、ならびに中国の発展

に重要な役割を期待できるからである。現在、北東アジア地域の経済統合は様々課題を抱えてい

る。にもかかわらず、関係各国は当該地域の経済統合をよリー層推進していくべきである。北東

アジア地域経済統合の進展は、東アジア経済の持続的な発展および国際政治経済秩序の調整を促

進できると考えられる。

(一)安定かつ持続的経済成長ヘ

2008年の金融危機発生後、北東アジア地域における中日韓三国の金融協力は東アジア経済の

回復に重要な役割を果たしてきた。経済の安定と発展に金融システムの安定は欠かせない。東ア

ジアにおいて、中日両国の外貨準備高は世界見ても高い水準を維持 しており、金融システムも相

対的に健全かつ安定している。銀行の貸出し状況を見ると、中国の預貸率は 70%に下回 り1、 諸外

国に比べると、比率が低く、高い経営の安全性を維持している。中日韓 3カ 国の経済協力は、東

アジア経済の安定かつ持続的な発展にとつて非常に重要である。長い日で見ると、北東アジア地

域における経済協力、特に中日韓 3カ 国の経済協力の実質的な展開は、東アジア地域統合の突破

口となり、北東アジア地域統合の鍵でもある2。 したがって、中日韓 3カ 国の経済協力は、域内経

済の発展および生産と内需の拡大につながることができ、東アジア市場の一体化を期待できる。

経済の成長から見ると、過去十年間、北東アジアは最も経済活力のある地域のひとつになっ

ている。当該地域の経済の急速的な発展は、東アジア経済成長の原動力となる。経済統合の進展
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に伴い、北東アジアは世界有数な貿易ブロックと新たな投資先となり、当該地域の発展と繁栄も

関係各国の発展と繁栄に寄与するものとなる。特に、2008年以来、中国経済の急成長は東アジア

経済の回復の重要な牽引力となっている。北東アジア地域経済の持続かつ安定的な成長は世界経

済の成長にも結びつけることとなる。

(二)東 アジア経済統合の促進

1980年代前半、国際経済は日米欧の三極体制であつた。後、欧米各国間の競争は地域間の競

争、すなわち、EUと NAFTAの競争体制 となってきた。それに比べると、日本が位置している東ア

ジア地域の経済協力は相対的に遅れ、今 日も地域経済統合の体制を構築できなかった。国際経済

における新たな三極体制 (すなわち、欧州、米州 と東アジア)の確立は、東アジア地域協力の進

展にかかっている。今までの世界経済の流れを見ると、一国の世界経済における地位は結果とし

てその国の経済力に左右されるものとなり、その国の発言力に寄与するものともなる。域内各国

の協力がなければ、東アジア地域全体の競争力が低下し、世界経済から取り残される恐れがある。

新たな世界秩序の形成に対して、北東アジア各国の協力は域内経済力の向上につながり、地域全

体も有利な立場になる。さらに、北東アジアの地域協力は東アジアの経済統合の進展を促進でき、

東アジア全体も世界秩序の形成に有利な立場に立たせることができる。

(三)域 内経済発展のカロ速

北東アジア地域は、自然資源、産業構造、労働力、資金や技術、または市場需要など五つの

面において相互補完性が強く、当該地域における様々な経済連携と協力の基礎 と保障になる。こ

の地域における開発の可能性は、域内経済協力による潜在的経済利益の獲得の鍵となる。地域統

合はこの潜在的利益の獲得を実現でき、域内経済の発展を加速できる。さらに、北東アジア地域

経済の統合は、域内各国の補完関係を強化し、資源の最適配分と効用の最大化を実現し、域内経

済協力を加速することにより、関係各国に規模の経済性、投資および貿易創造効果をもたらすこ

とができる。

(四)地 域主体性の増強

北東アジア地域の発展には域外からの影響が目立っている。歴史的慣性もあり、相互不信や

対立の存在は域内各国の相互関係が脆弱なものになってしまう。また、現在の北東アジアの情勢

を見ると、経済や政治などの領域において、欧米諸国への依存を完全になくすのはまず不可能で

ある。北東アジアの政治秩序の行方を決まるには、アメリカが鍵のひとつとなる。そのアメリカ

の東アジア戦略は今、日本や韓国と連携して、中国へのけん制と地域主導権の維持を主な目的と

している。この戦略には近い将来も大きな変化がないと思 う。北東アジア各国は、欧米中心とす

る世界システムとその影響から脱却するために、経済または政治的協力を強化 し、地域全体の経

済力を高めることにより、北東アジアの国際経済に占める地位を高める必要がある3。 また、地域

統合の推進を通して、域内各国において利益の享受が実現できる。さらに、地域全体の経済力の
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増強に伴い、第 3極となりつつある東アジアは、EUと 北米と世界経済の三極体制になりうる。政

治などの分野においても、北東アジアはその中心のひとつとなる可能性がある。

(五)地 域安定化の促進

北東アジアをめぐる地域情勢は複雑なものであり、様々な要素が係わつている。そのうち、

域内と域外、歴史と現在、台頭する大国と現状維持国、民族の和解と分離などは、複雑な係わり

合いを持っている。地域経済統合は、経済以外の紛争の解決にその役割大いに期待できる。EUは

その成功事例 となる。北東アジアにおける地域協力は、当該地域の平和と安定に積極的な影響を

及ぼすものとなる。北東アジアにおける地域協力の推進は、歴史問題の解決、朝鮮半島の南北統

一、または台湾問題の解決に良好な (政治と経済)雰囲気 と条件を作 り出せると考えている。

(六)相 互利益の最大化

北東アジアの経済統合を進める際には、関係各国が利益の享受のみならず、「Win― Win」 関係

の構築も大いに期待できる。第一、北東アジア地域の平和と安全を促進できる。北東アジアにお

ける経済協力の強化は、域内各国の政治関係や文化交流の強化、相互理解の深め、信頼関係の構

築につながるものとなる。安全保障協力においても、新たな進展が期待でき、地域安全保障体制

の確立により、北東アジア地域の平和と安全、繁栄を実現し、東アジアの経済統合の進展によい

雰囲気を作り出す。第二、北東アジアの経済統合は関係各国の資源の活用、資源配分の最適化 と

貿易投資の拡大により、域内各国に新たな経済活力をうみ出す。周知のことであるが、北東アジ

ア域内の経済格差は依然として大きなものである。そのうち、日本は先進国として、国力が高く、

高い技術 と豊かな資本を持っている。韓国は新興工業国であり、急速的な経済成長を果たしたゆ

え、資本 と技術輸出国になっている。中国は経済発展するとともに、巨大な市場を持っている。

北朝鮮、モンゴルやロシアなどの国は、経済の発展が相対的に遅れているが、資源が豊富にある4。

それにもかかわらず、地域経済統合に進展がないこともあり、域内における資源の最適配分が実

現できず、その潜在力も引き出せないままである。

二、資源の補完的な協力と経済発展の促進

北東アジアにおける物流ネットワークは、ロシァの東シベ リアと極東地域、モンゴル、中国

東北地区、北朝鮮、韓国と日本を含む。ロシアの極東地域 とモンゴルはエネルギー資源が豊富に

あり、経済発展戦略も資源開発を中心としている。一方、中国、韓国と日本は経済発展の異なる

段階にあり、資源への需要が大きい。

1.ロ シア東シベリア・極東地域における資源の輸出

ロシアのサハ リン地域における石油の産出量は、年間 1500～ 2000万 ドンとなり、内 500万 ド

ンが輸出となっている。中国東北地区は主な輸出先である。2010年、象芥河口岸が 150～200万

ドン、耳春口岸が 50～ 100万 ドンの通関となる。ほかには、ロシア極東地域の港から日本や韓国

あるいは北朝鮮への輸出もある。今後二、三十年の間、東シベ リア・極東地域における大規模な
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石油資源開発が行われ、年間 5000万 ドンの産出が見込まれる。中国への石油供給も 2000万 ドン

以上とされる。石油の輸送は主にパイプラインで行われるが、鉄道輸送も年間 500万 ドンとなつ

ている。2030年、葺春鉄道口岸を経由する石油の輸入は 100万 ドンの見込みとなる。

ロシア極東地域での鉄鉱資源が豊富で、品位も高く (例 えばアルタン鉄鉱 )、 韓国、中国と東

南アジアの需要安定につながるものと期待が高まっている。中国の東北地区は、2030年、年間 1000

万 ドンの輸入が予定され、内 250万 ドンが図門 (鉄道)日岸を経由する。

ロシア東シベ リアにおける木材資源は 510億 m3kと 推定される。極東地域の蓄積量が 223億

m3に達し、内 135億 m3が (過)熟林である。この地域における木材の潜在的伐採量は毎年 6000

万m3に達しており、森林自然成長量 (約 2億m3)の 三分の一にもなっている。中国は現在ロ

シアからの本材輸入量は年間 1000万 m3に下回り、近い将来 2000万 m3の輸入が見込まれてい

る。満州理と多芥河の分流もあり、耳春口岸を経由する木材の輸入は2010年が 100万m3と なり、

2020年 と2030年にそれぞれ 200万 と300万m3が推定される。

ロシアからの中国東北地区への資源輸出に伴つて、薄春―図門地区における物流量は 2010年

が 200～ 250万 ドン、2020年が 600～ 650万 ドン、2030年が 1000～ 1100万 ドンと推定される。

2.モンゴル東部における資源輸出

モンゴル東部地区での資源が豊富で、東方省だけの石炭埋蔵量が 5.2億 ドンとなり、シリカ

サンドが 2億 ドン、亜鉛が 6800万 ドンとなり、油田開発にも大いに期待できる。スフバータル省

の亜鉛、鉄、ウォルフラム、モ リブデン、シリカサンド、蛍石、ヘンテイ省の錫、モ リブデン、

ウォルフラム、石炭、鉄などのが豊富にある。その内、石炭、亜鉛、石油、金 (ヘンテイ省 )、 塩

などは、開発の潜在性が高い。一方、チョイバルサンの石炭埋蔵量は 4億 ドンがある。生計能力

は年間 60万 ドンが、実際の生産量が 25万 ドンとなる。ウランの埋蔵量が 200万 ドンとなり、1989

年から 1995年まで 70万 ドンを採掘したが、現在閉鎖 している状態である。ウルフラムやマンガ

ンなどは日本、韓国、そして中国への輸出もある。

モンゴル東部地域の鉄道インフラ整備が行われば、年間 150万 ドンの石炭と 150万 ドンの石

油輸送能力が形成できる。そのほかに、建築材料 80万 ドン、貨物 30万 ドン、スイッチ貨物 30万

ドン、普通貨物 26万 ドン、コンテナ 15万 ドン、亜鉛 7万 ドンを運輸できる。鉄、飼料、食料、

化学肥料などの取扱いも考えられる。モンゴルの資源輸出先は主にアジア太平洋地区であり、2020

年 と2030年、中国の東北地区を経由する運輸量はそれぞれ 400万、800万 ドンと推定される。

3_そ の他の物流

ケマ高原の茂山鉄鉱は、北朝鮮の鉄鋼産業の原材料地であり、製品に輸出もある。非鉄金属

の潜在的な輸出能力も高い。

中国東北地区各省の輸出入額が年々高まりつつである。2007年の吉林省、黒竜江省、内モン

ゴルの輸出入金額は、それぞれ 103億 ドル、173億 ドル、775億 ドルであった。貿易全体に占める

アジア地域の割合は、それぞれ 80%、 20%、 60%と なつている。吉林省は近年、木材のバラ荷と



コンテナ輸送が主としている。ロシアのザルビノを経由する貨物の量は毎年 30万 ドンもある。中

口木材加工・卸売センター、年間 100万 ドンのセメントプロジェクトが完成後、150万 ドンの貨

物通関量は推定される。さらに、北東アジアにおける新たな物流ルー トができた後、大連、多芥

河と満州里から一部の貨物の分流が予想される。したがつて、中国における貨物の輸出入と内貿

貨物も北東アジア陸海連合運輸ルー トの重要な二部となる。

モデルの推計によると、北東アジア陸海連合運輸ルー トが完成後、輸送量は年間 100～ 300万

ドンとなる見通しである。さらに、中国とモンゴルの国際運輸ルー トが完成後、当該ルー トの年

間運送量は中長期に見れば、1000～3000万 ドンとなる。

表 1 北東アジア陸海連合運輸ルー ト予測

単位 :万 ドン

物流範囲と貨物 2010年 2002勺
「

2030詢ト

ロシア石油

ロシア鉄鉱

ロシア木材

モンゴル鉱物

モンゴル農産物

中国東北農産物

中国東北工業製品

耳春原材料および工業製品

延辺その他地区の原材料と工業製品

中口経済貿易の発展に伴 う物流

合計

一

‐０〇

一

一

‐０〇

一

１０

‐００

２０

３３０

50

100

200

400

300

50

50

200

80

1430

100

250

300

800

150

500

100

100

300

160

2760

三、北東アジア地域経済協力重点分野と課題

(一)中 日韓協力の加速化ヘ

中日韓の緊密な協力は、北東アジアひいては東アジア経済統合に欠かせないものであり、北

東アジア経済統合の中心と先導役でもある5。

中日韓三国間の協力は、北東アジアひいては東アジ

アの経済統合に欠かせないものであり、経済統合の中心と先導役でもある。三か国間の協力がな

ければ、東アジア経済の更なる統合は実現できないと思 う。中日韓は、お互いに重要な貿易と投

資のパー トナーであり、密接な経済連携による三国間協力の基盤がすでにできていると思 う。ま

た、2008年に始まった三国首脳会議は地域協力の枠組みとなり、地域協力の推進により、東アジ

アの安定と繁栄を実現することで一致 した。一方、中日韓 FTAの早期締結に向けてその後フォロ

ーアップを行 うことも決定した。このような状況を見ると、三国間協力の強化など、FTA実現の

載
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基本条件はもうそろつていると思 う。

(二)サ ブ地域協力のカロ速

北東アジア経済協力の推進においては、図門江 (中 国、北朝鮮、ロシア)と 環黄海経済圏 (中

国、韓国、日本)な どのサブ地域経済協力が大きな役割を果たしている。政治や経済そして歴史

問題などが原因で、北東アジア地域におけるサブ地域協力は思 うように進まなかった。にもかか

わらず、サブ地域協力は北東アジア地域協力の進展に大いに貢献してきた。サブ地域協力の枠組

みの下で、地方自治体あるいは関係各国における協力関係の構築と相互理解の促進ならびに共通

利益の深まりは、北東アジア地域経済協力の実質的な進展につながる。また、サブ地域協力の経

験は、今後の北東アジア地域経済協力の推進にも十分貢献しうる。サブ地域協力のほかに、北東

アジア地域における越境地域の協力は当該地域の経済協力も大いに促進 している。中国暉春～ロ

シアハサン越境経済協力区、中国暉春～北朝鮮羅先越境経済協力区、中国とモンゴル間の越境経

済協力区の建設は、北東アジア地域経済協力を推進 してきた。

(三)イ ンフラの整備 と物流ネットワークの建設

インフラ整備は北東アジア経済統合の重要課題である。東アジア各国の発展には、それぞれ

優位性があり、相互補完性が強い。そのうち、中国は労働集約型産業に比較優位を持ち、市場の

潜在性が高い。日本は技術集約型産業に比較優位を持ち、資本が豊富にある。韓国は自動車、造

船産業に競争力が高い。ロシアが資源大国であり、北朝鮮とモンゴルが独特な観光資源を持って

いる。これらの優位性と相互補完性を活かした協力関係作 りには、北東アジアフイ ドのシームレ

スな物流圏とインフラ整備が必要となる。

(四)資源・エネルギー、環境協力の深化

資源 。エネルギー分野での協力は、北東アジア経済協力の重要課題であり、地域経済統合の

切口でもある。この分野での取 り組みは、北東アジアの経済協力を促進できる。そのため、中日

韓 FTAの締結には、資源・エネルギー分野での協力の深化とエネルギー効率の推進を通じた、持

続可能な成長に向けての協力体制が欠かせない。

環境協力は近年、世界的・地域的枠組みの重点、優先分野となっている。北東アジアの地域

協力において、1998年からの中日韓三カ国環境大臣会合は地域環境協力について意見の一致が見

られた。2006年 12月 に行われた第 8回中日韓三カ国環境大臣会合は、気候変動、地球規模なの

環境問題、黄砂、および廃棄物の不法越境移動など地域環境問題に対処するため、協力の強化を

約束 した。この枠組みのもとで、東アジア地域における環境協力のメカニズムの確立は大いに期

待できる。


