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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。

北極海北東航路は、南回りのスエズ運河利用航路に比べ(アジアー欧州間の航路距離を

7,000km、 運行日数にして10日 以上短縮することもあつて、近年の温暖化で北極海の夏季

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

始まっている。最近、ノルウェーから北九州へのLNGの輸送や水島コンビナートヘのノ

ルウェー産ナフサの輸送にも利用された9。
利害関係の大きいロシアも、商業利用のため

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、中国は砕氷船

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も経て、
.

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ことになった“。
8月 8

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めて、大連港か

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して9月 11

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、羅津港が整備さ

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。

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、シベリア

鉄道の起点港、吉林省と華中・華南及び日・韓との日本海物流の拠点港、北極海航路の母

港として、ロシア 。中国・韓国 。日本の利用を促 し、疲弊している北朝鮮経済の復興にも

大きく寄与する結果、北朝鮮 。ロシア・中国 。韓国 。日本による「環日本海物流共同体」

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

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であるが、冒頭の中国と

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の維持

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は、一度関係が

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なり、相互に良好な関

係を構築・維持せざるを得ないからである。したがつて、中国とロシアは、同様に長い国

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、そのために常に外交

努力を重ねているのである。外交努力は政府間に限らない。実際、中国 。ロシアや中国・

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な往来を繰 り返し、

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

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

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 。

(原資料 :r朝鮮日剰

(『 日本経済新聞』
"13
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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

を克服したものの、「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

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。

E
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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。

韓国においても、日本の「国土形成計画」
的
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、

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Ю
、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

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
71。

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

南圏と手を携え、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

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 )。

丹東一大連間は、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)。

詳しくは、〔小りIl雄平2C111〕 を参照されたい。
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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      l

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      |

曇繋首現ζ夕曇重E婁書。`易勇『]言1植:』書『五霞ム荘]展馨書顧香曇ti廷量言貸      |
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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