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結、 7万 t規 模 の 4号 埠頭 の建設 に乗 り出 した とい われ

61、

1ヒ 極海航 路 の起 点

となる埠頭

は 4号 埠頭 になる もの と思 われる。
ー
の航路距離 を
べ
北極海北東航 路 は、南 回 りのス エズ 運河利用航路 に比 (ア ジア 欧州 間

で北極海 の夏季
の
7,000km、 運行 日数に して10日 以上短縮す る こともあ つて、近年 温暖化
の海氷 が激減 していることか ら各国の関心 を集 め、北欧 とアジアを結ぶ航路 として利用が
コンビナー トヘ のノ
へ
始 まっている。最近、 ノルウェーか ら北九州 の LNGの 輸送 や水 島
9。
利害関係 の大 きいロシア も、商業利用 のため
ル ウェー産ナ フサの輸送にも利用 された
は
の航海規則 の制定や航路管理 に乗 り出 した とい う。 こうした動 きを受けて、中国 砕氷船
も経 て、
を北極海経由でアイスラン ドまで派遣 して海氷調査 を実施、商船 による試験運航
ことになった 。 8月 8
2013年 夏季 か ら、羅津港 を母港 に北極海航路 の商業利用 を始め る
めて、大連港か
日、中国遠洋運輸集団 (COSCO)傘 下 の多 目的船 が中国の商船 としては初
して 9月 11
らオラ ンダの ロ ッテルダム港 に向けて出港、ベー リング海峡か ら北極海 を航行
港が整備 さ
日には同港 に到着 の予定 とい う 。 と りあ えずは大連港 が利用 されたが、羅津
れれば、 日本海側 に位置 して北極海航路 の運航 に便利な羅津港が利用 されよう。
.

・
シベ リア
この よ うに北朝鮮 の羅津 港 は、 ロシ ア・ 中国 による借 り上 げ 整備 に よって、
の
航路 の母
鉄道 の起 点港、吉 林省 と華 中・華南及 び 日・韓 との 日本海物 流 拠点港、北極海
。
いる北朝鮮経済 の復興 に も
港 として、 ロシア 。中国 ・韓 国 日本 の利用 を促 し、疲弊 して
。
。
。
日本海物流共 同体」
大 き く寄与す る結果、北朝鮮 ロシ ア・ 中国 韓 国 日本 に よる「 環
が形成 され、地域 は著 し く安定化す るのであ る。

V

地 方 間・ 民 間経 済 協 力 と中 国東 北 地 域

で るが、 冒頭 の 中国 と
次 の 問題 は、良好か つ安定的 な関係 を維持す るため の 外交努力 あ
の
ロ シアの事例 を思 い起 こして いただ きた いo中 国 とロシアの関係改善 と良好 な関係 維持
は、一 度関係が
は、両 国 の長 い 国境線 にある。前述 した ように、陸上で国境 を接す る両 国
とな り、相 互 に良好 な関
悪化 して有事 となれば、長 い 国境線 を守 る ことは物理 的に不可能
とロ シアは、同様 に長 い 国
係 を構築 ・維持 せ ざるを得 ない か らである。 したが つて、中国
、そ のために常 に外交
境線 を有す る中国 と北朝鮮 も、共 に良好 な関係 を維持 せ ざるを得ず
い
、中国 。ロシアや中国・
努力 を重ね て いるのであ る。外交努力 は政府 間に限 らな 。実際
な往来 を繰 り返 し、
北朝鮮 の 国境 地域 で は、両 国 の地方政府や民 間 の代表 団が相互 に頻繁
良好 な関係 の維持 に努め て い るのであ る。
61東 アジア貿易研究会 『東 アジア経済情報』No.224、 2012年 3月 及 び同 No.225、

同年 4月 (原 資料 :r朝 鮮 日剰

2012年 2月 16日 及 び『聯合ニュース』2012年 2月 15日 )。
α スエズ運河経由の南回 り航路 より運航 日数は 4割 短縮、輸送費用 も2割 削減されるとい う (『 日本経済新聞』

"13

年 8月 16日 )。
63詳 しくは、『日本経済新聞』2013年 1月 5日 を参照 されたい。
『日本経済新聞』2013年 8月 13日 。
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翻 って、 日本は如何 であろうか。周囲を海 に囲まれ、隣国 と直接 国境 を接 してい るわけ
ではない。 中国 にとっても、 日本 ・韓国 は隣国であつて も直接国境 を接 していない。 こ う
した地理的条件は、隣国 との良好 な関係 の維持 を死活問題 とは認識 させず、そのための外
。
交努力 をも怠 るのである。その結果が領土問題 の顕在化 である。それでは、中国 ロシア
間で見 られたような領土問題 の解決 は無理 だ として も、領土問題 を対立 の火種 としないた
めに、我 々は如何 にすればよいのであ ろ うか。 この点に触れて、結びとしよう。
隣国 との関係改善 を図 って安定的 なもの とし、人 々の共同意識・連帯意識 を醸成 ・強化
す るための経済共同体 の形成にはまだ暫 く時間 を要する上に、政府間外交 にも大 きな期待
が持てない とす れば、我 々 自身が民間 レベ ル・ 地方 レベ ルで隣国 との関係改善 に努め、良
好な関係 を維持す る努力 を地道に重ねる以外 にはないであろ う。具体 的に述べ よう。
中国 との地方 レベ ル・民間 レベ ルの関係改善 といって も、広大 な中国であるか ら、地域
を限定 しなければ実行 は難 しい。 とす るなら、我 々が交流 の相手地域 とすべ きは東北地域
である。前述 の、二つの経済共同体 に直接関係す るのは中国では東北地域 であるし、東北
地域 はまた「東北振興」 とい う地域振興計画 に取 り組み、九州 の経験 を求めてい るか らで
ある。 とい うのは、 中国東北地域 は、①石炭・石油 の枯渇、②老朽化 した重厚長大型国有
企業の存在、③安価 な輸入大豆・ トウモロコシとの競合、 と多岐 にわたる問題 を抱 え、中
国のエ ネルギー基地・重化学工業基地 ・食糧基地 としての役割 を果たせないでいるが、そ
れは九州がかつ て直面 し、克服 した問題 で もあ るか らである。
周知 のように、北部九州は、かつ ては石炭 を豊富に産するエ ネルギー基地 であ り、鉄鋼
業 を中心に 4大 工業地帯 の一角 を占める重化学工業基地 で もあ ったが、国のエ ネルギー政
策 の中心が石炭 か ら石油 に転換 した ことか ら炭坑は閉山に追い込 まれ、重化学工業 も公害
「鉄冷え」に象徴 されるように、環境汚染 を惹起 し易 い重厚長大型産業
を克服 した ものの、
として衰退 の一途 を辿 り、結果 として北部九州 の経済 は「地盤沈下」 を余儀 な くされた。
食糧基地 の南部九州で も、米国の圧力 に屈 した牛肉・ オ レンジの輸入 自由化 が、酪農家や
蜜柑農家 を直撃 した。 しか しなが ら、北部九州は、IC。 自動車 といった新 たな加工組立型
。
産業や、過去 の経験 を活か した汚染防除産業を創設 誘致す ることで、 また南部九州 も食
肉のブラン ド化 や蜜柑の品種改良に よって、共に地域再生を果 たし得 た。 この九州 の経験
は、 同 じ問題に直面する中国東北 地域で こそ有効 に活かせ よう。
「東北振興」 に取 り組 んでいる中国東北地域 は、最近、イ ンフラ整備が次 々に完成 をみて
い る。空港の建設は一段落 し、主要都市相互間を結 ぶ高速道路 も既 に供用 された。遅れて
いた鉄道建設 も相次 いで工事 が完成 した。第一に、東北地域 の人流 。物流 の大動脈 であ る
大連 ―ハ ルピン線 の輸送余力 の向上 を図るべ く、同路線 と並行 に建設が急がれていた高規
格鉄道 は2012年 9月 に工事 を完了、慎重 な点検 を経て12月 1日 に営業 を開始 した 。そ の

65筆

者 の経験 (2013年 3月 )に よれば、冬季 ダイヤ (12月 〜翌 3月 )で は、運行速度は時速200km(夏 季 ダイヤは
時速300km)に 制限されていた。
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結果、大連 ―ハ ル ピン間は最速 3時 間で結 ばれることになった。他方で、在来線 はその余
力 を貨物輸送 に振 り向け る ことが可能 とな り、貨物輸送力 が増 強 された。
次 に、長 年 の悲願であ った、 ロシア・ 北朝鮮 との 国境 に沿 って東北地域 の東部 を縦 断す
る東北東部鉄道 も完工、2012年 9月 26日 に 開通 した 。 この鉄 道 は、 旧満州時代 に建設 さ

れたが、部分的 に合計320km相 当分が建設 されない ままに残 されて きたとい う。途中が欠
落 したまま放置 されて来た こともあって、長 らく鉄道 としての役割 を果た し得 なかった
が、欠落部分の修復 と新規 の路線建設 とによって、黒 龍江省東北部 の牡丹江か ら、 ロシ
ア・北朝鮮国境沿 い に吉林省東部を縦断 し、遼寧省 の国境港湾都市丹束 を経て大連に至 る
までの全長1,380kmが 1本 の鉄道 で繋 がることになったのであ る"oこ の鉄道 によって12
の地 方都市 と大都市大連が結 び付 け られ、恩恵 を受ける人 口は国境沿 い内陸部 を中心 に
2,700万 人に上 るとい う 。それはまた、黄海に面 した丹東港や大連港 を窓口に、国境沿 い

の内陸奥地が中国内の華東・ 華南地域や 日本 ・韓国の黄海沿岸地域 と、直接 に地方間交流
を始め得 る条件 を整備 した ことを意味する。逆 にい えば、九州が、 ロシア・ 北朝鮮 と日常
的な交流がある中国国境内陸地域 に新たな ビジネス・ チャンス を求めてアクセス し得 る条
件 を確保 したとい うことで もある。
ところで、福 岡市 とは、海 を隔てて僅かに20飲 mと 、指呼の内にある姉妹都市 の釜 山市
は、自身を中心 とす る韓国東南圏 と、福 岡市 を中核 とす る九州 圏 との連携 を模索 してい る。
的
韓国においても、日本の「国土形成計画」 に倣って「広域経済圏」の策定 が行われた結果、
釜 山広域市 ・蔚山広域市 と慶 尚南道 か らなる「東南圏」力'編 成 された。そ こで釜 山市 は、
Ю
年間100万 人を超える人 々が 日韓海峡を往来 してい るとい う現実 に鑑みて 、韓国の東南圏
と日本 の九州圏が国境 を超 えて経済統合する ことで形成 され得 る「超広域経済圏」 を構想
71。

し、姉妹都市の福 岡市 に構想実現 に向けた働 きかけを行 うに至ったのである
この韓国東南圏 も九州圏 と類似 の産業構造 を持ち、牛肉 。オレンジの輸入 自由化や米国
との FAの 締結 による農業へ の打撃等似通 った経験 を有 してい るもとす るなら、九州が東
「
を携 え、 ともに中国東北地域 に協力す る途が考えられよう。周知 の ように、九州
南圏と手
企業 の対東北進出 は大連に過度の集中が見 られる。韓国企業の対東北進出先 も大連 と朝鮮
族 の多 い吉林省延辺朝鮮族 自治州都 の延吉市周辺 に集 中 して いる。両者が連携す ること
で、インフラ整備が進み ビジネス・ チャンスが広がる処女地、国境内陸地域へ の進出が考

(財 )環

日本経済研究所 IIP「 北東アジアウォッチ」 (原 資料 :『 大連 日報』2012年 9月 27日 )。
一
丹東 大連間は、既存 の藩陽経由であるが、間もな く直行 の新線が建設の予定である。
筆者 の間き取 り調査 (2010年 3月 )に よる。
日本を複数の広城プロ ックに分け、各広域 ブロ ックが地域の独 自性 を生か し、東アジアの活力を取 り込みなが ら
自立的な発展 を持続できるような国土構造の構築が謳われている。詳 しくは、小川雄平「超広域連携 と日 。中・
韓の地域間経済協力」晒 南学院大学商学論集』57巻 4号 、2011年 3月 を参照 されたい。
九州運輸局の調べ によると、知 年に107万 人に達 して100万 人を超えて以来、09年 ・11年 を除けば毎年1∞ 万人
規模の往来が続いている。12年 には124万 4,598人 とな り、過去最高を記録 した (九 州運輸局 HP)。
Il雄 平2C111〕 を参照 されたい。
詳 しくは、 〔
小り
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えられ よう。 ともに「経験」とい う豊かな潜在力 を発揮することで「東北振興」に協力 し、
中国 との関係改善 を果たす ことが 出来れ ば、 日・ 中・韓 の 3国 間に、文字通 りの win― win
の関係が構築 されよう。その具体的 な一環 は、最近韓国企業が参画 を決めた ロシア主導 の

｀
。
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せ、係争中の尖閣諸島や竹島についても、平和裏に「共同開発・共同管理」を模索 しよう
とする機運が高まることになるのである。
付記 :本 論 は、西南学院大学 の共同研究 プロジエク ト報告書 『東 アジアにおける平和 の構築』 (2013年 3
月)の 論考「東北 アジアの胎動 と平和の構築」 に、大幅な加筆修正 を行 った ものである。
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