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特集「朝鮮経済の現位置」にあたって
ERINA 調査研究部主任研究員
三村光弘

今回の特集では、朝鮮社会科学院か

発表された、社会主義経済強国を建設す

営企業など社会主義企業体の活動の大

ら5本の論文が投稿された。北朝鮮の現

るための科学的戦略としての「国家経済

きさや範囲が拡大している様子を伝えて

行の経済政策である「社会主義経済強

発展5カ年戦略」の目標と中心的な課題

いる。その後、
（4）対外経済関係多角化

国建設」の内容、それを実現するための

について論じたものである。構成を見ると

の対象と
（5）対外経済関係多角化の手

戦略である「国家経済発展5カ年戦略」

まず、
（1）経済強国建設の目標と中心的

段について、北朝鮮の取り組みを紹介し
ている。

の内容と発展方向、これまで成し遂げられ

課題について、党大会での金正恩報告

てきた経済建設における成果、社会主義

に即した形での紹介が行われ、次に具体

企業管理責任制の導入による変化が対

的な課題として（2）電力問題の解決、
（ 3）

研究員金英氏による「対外貿易において

外経済関係にも大きく現れていることなど、

石炭工業と金属工業、鉄道輸送部門の

信用を守り、国の貿易構造を改善すること

北朝鮮経済を理解するうえで重要な事項

発展、
（4）機械、化学、採取工業と建設、

はわが共和国の一貫した立場」である。

についての解説が行われている。

建材部門の発展、
（5）農業と水産業、軽

本論文は（1）対外貿易における信用の重

工業の発展、
（6）国土管理事業（治山、

要性について説明したあと、
（2）対外貿

治水、環境保護）の発展、
（7）対外経済

易における信用を保証する政策を論じて

関係の発展、
（8）朝鮮式経済管理方法

いる。その後、北朝鮮の貿易が改善を要

の全面的確立が紹介されている。

する点として、
（3）貿易構造の改善、
（4）

論文を個別に見るとまず、朝鮮社会科
学院経済研究所室長、金応浩氏による
「朝鮮で建設する社会主義経済強国の
重要特徴 」がある。本論文は北朝鮮の

最後に、朝鮮社会科学院経済研究所

経済建設の政策目標である「社会主義経

その後、朝鮮社会科学院人権問題研

技術貿易の重要性、
（5）サービス貿易の

済強国」建設の内容について紹介したも

究所研究員金忠誠氏による「最近朝鮮の

重要性について実例を挙げて説明をして

のである。構成を見ると、まず（1）社会主

人民生活の向上において成しとげられて

いる。

義経済強国の特徴について論じ、北朝鮮

いる主要な成果」を掲載している。本論

これらの論文は、北朝鮮に在住する一

のおかれた国際政治的状況から（2）経

文は、北朝鮮の国民生活向上において

線の研究者たちによって書かれたものであ

済の自立性と主体性の確保の重要性が

重視されている軽工業、農業、水産業の

る。したがって、表現には日本ではあまり

説明されている。その後、具体的な方法

動向について、最近の北朝鮮国内の動き

使わない、
「帝国主義」だとか「米国とそ

論として（3）知識経済強国建設、
（4）社

を詳細に説明したものである。

の追従勢力の反共和国孤立圧殺策動」

会主義文明国、社会主義富貴栄華の実

その次は、朝鮮社会科学院経済研究

とかいった言葉が使われている。これら

現、
（5）科学技術の重視と生産への応

所研究員田玉実氏による「 対外経済関

については、北朝鮮の学者の考えを、な

用が論じられ、
（6）自力自強と自強力第一

係の多角化が積極的に推進されている朝

るべく原文に近い形で感じていただくため

主義では、世界の趨勢への収斂とともに、

鮮」である。本論文は、
（1）現時期に北

に、削除したり、別の言い方に変えたりせ

北朝鮮をめぐる国際政治的状況により、自

朝鮮が対外経済関係の多角化を推進す

ず、原文をなるべくそのまま忠実に訳出す

国の技術や燃料、原料に依拠することの

る理由として、北朝鮮経済の規模が大き

ることにした。

重要性はいまだなくなってはないことに触

くなり、産業のレベルが上がるにつれ、外

ここのところ、朝鮮半島をめぐる国際政

れている。

国との取引がより重要となってきていること

治的、軍事的な対立は深まるばかりであ

次に、朝鮮社会科学院経済研究所研

は必然的すう勢であるとし、現在、北朝

るが、筆者はこのような状況であるからこ

究員朴斗星氏による「 朝鮮民主主義人

鮮がおかれた国際政治的状況との関連

そ、お互いの考えをしっかりと認識し、両

民共和国における国家経済発展5カ年戦

で（2）対外経済関係多角化の時代的重

国の社会にそれを伝えていくことが両国の

略の目標と中心課題」であるが、本論文

要性を説明し、
（3）社会主義企業体の役

知識人が負った任務であると思う。

は、2016年5月の朝鮮労働党第7回大会

割拡大と対外経済関係多角化で、社会

で2016年～20年に実施することが公式に

主義企業責任管理制の実施とともに、国
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On the Special Feature: The Current Position of the DPRK Economy

On the Special Feature:
The Current Position of the DPRK Economy
MIMURA Mitsuhiro
Senior Research Fellow, Research Division, ERINA

In this issue’s special feature, five papers were contributed from
the DPRK Academy of Social Sciences. Commentary has been made
primarily on the key matters in understanding the DPRK economy,
including those which have largely appeared in external economic
relations: the content of the “Building of an Economically Powerful
Socialist Nation”, the DPRK’s current economic policy; the content
and direction for development of the “Five-Year Strategy for State
Economic Development”, which is a strategy to realize the former;
the results in economic construction which have been achieved to
date, and; the changes via the introduction of the responsible
management system of socialist enterprises.
Looking at the papers individually, first there is “The Key
Characteristics of the Economically Powerful Socialist Nation to Be
Built in the DPRK” by Kim Ung Ho, Director, Institute of
Economics, Academy of Social Sciences, DPRK. This paper
introduces the content of the building of an “economically powerful
socialist nation”, which is a policy objective of the DPRK’s
economic construction. Looking at its composition, the paper first
discusses (1) the characteristics of an economically powerful
socialist nation, and from the international political situation in which
the DPRK is placed, the importance of ensuring (2) the
independence and self-reliance of the economy is explained.
Afterwards, (3) the building of an intellectually economically
powerful nation, (4) a nation with socialist civilization and the
realization of socialist wealth and prosperity, and (5) the emphasis on
science and technology and practical applications toward production
are discussed as specific methodologies. In (6) self-reliance and selfdevelopment and the principle of self-help first, along with the
convergence with world trends, and via the international political
situation surrounding the DPRK, the fact is touched upon that the
importance of relying on the country’s own technology, fuel, and raw
materials, has still not ended.
Next there is “The Objectives and Core Tasks for the Five-Year
Strategy for State Economic Development in the Democratic
People's Republic of Korea” by Pak Tu Song, Researcher, Institute of
Economics, Academy of Social Sciences, DPRK, and this paper
discussed that its execution in the period 2016–2020 was officially
announced at the Seventh Congress of the Workers' Party of Korea in
May 2016, and discussed the objectives of the “Five-Year Strategy
for State Economic Development” as a scientific strategy to build an
economically powerful socialist nation and the core tasks. Looking at
the paper’s composition, first (1) it carries out an introduction in a
form in line with Kim Jong Un’s report at the party congress on the
objectives for the building of an economically powerful nation and
the core tasks, and then as more specific tasks, the all-round
establishment is introduced of (2) the resolution of electricity
problems, (3) the development of the coal and metals industries and
the railway transportation sector, (4) the development of machinery,
chemicals, the extraction industry and of construction and the
construction materials sectors, (5) the development of agriculture, the
marine products industry and light industry, (6) the development of
land management projects (soil and water conservation, and
environmental protection), (7) the development of external economic
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relations, and (8) Korean-style economic management methods.
After that, we include “The Key Results Accomplished Recently
in the DPRK in the Raising of the People’s Living Standard” by Kim
Chung Song, Researcher, Human Rights Institute, Academy of
Social Sciences, DPRK. This paper explains in detail the recent
domestic moves in the DPRK regarding the development of light
industry, agriculture, and the marine products industry, which are
being emphasized in raising the people’s living standards in the
DPRK.
Following that there is “The DPRK, Where the Diversification of
External Economic Relations Is Being Actively Furthered” by Jon
Ok Sil, Researcher, Institute of Economics, Academy of Social
Sciences, DPRK. This paper conveys that the condition of the size
and scale is expanding of the activities of socialist corporate entities,
such as state-owned enterprises, and (1) the scale of the DPRK
economy has grown large for the reason of the DPRK at the current
time promoting diversification of external economic relations, and as
the industrial level rises the further heightening of the importance of
transactions with other countries follows an inevitable trend, and the
paper explains (2) the importance of the times’ diversification of
external economic relations in relation to the international political
situation in which the DPRK is placed currently, along with (3) the
implementing of the responsible management system of socialist
enterprises through the expansion of the roles of socialist corporate
entities and the diversification of external economic relations. Then
the paper introduces the DPRK’s initiatives for (4) the targets of
diversification of external economic relations, and (5) the methods
for diversification of external economic relations.
Lastly, there is “The Upholding of Trust in External Trade and the
Improving of the National Trade Structure as Part of the Position of
the Democratic People's Republic of Korea” by Kim Yong,
Researcher, Institute of Economics, Academy of Social Sciences,
DPRK. This paper, after having explained (1) the importance of trust
in external trade, discusses (2) the policy of safeguarding trust in
external trade. Afterwards, as points required for the improvement of
DPRK trade, it explains the raising of case examples regarding (3)
the improvement of the trade structure, (4) the importance of
technological trade, and (5) the importance of service trade.
These papers are written by a chain of researchers residing in the
DPRK. Therefore expressions are used which are not used much in
Japan, such as “imperialism” and “the anti-DPRK isolation and
stifling schemes of the United States and its lackey forces”.
Regarding these, in order to get the sense closest to the thinking of
the DPRK academics in the original texts, we have neither deleted
nor substituted other words, and have translated the original texts as
faithfully as possible.
Recently, the international political and military antagonism
surrounding the Korean Peninsula has only continued to deepen, but
because these are the conditions for the authors, by firmly discerning
one another’s ideas, we think that conveying those to the societies of
both countries is a duty for the intellectuals of both countries to
shoulder.
[Translated by ERINA]
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朝鮮で建設する社会主義経済強国の重要特徴
朝鮮社会科学院経済研究所室長
金応浩

はじめに

鮮民主主義人民共和国の指導思想であ

朝鮮が1990年代、自らの思想と制度を

るチュチェ思想にその基礎を置いている。

守れるか守れないかの瀬戸際となる峻厳

社会主義強国建設を志向し、闘争して

朝鮮では、政治と経済、国防など社会生

な時期においても、社会主義の旗じるしを

いる朝鮮において、こんにち、経済強国建

活のすべての分野が、金日成同志が創始

変わることなく固守し、
勝利的に前進させる

設は党と国家が総力を集中する基本戦線

したチュチェ思想を指導的指針とし、建設

ことができた物質的基礎に、まさに解放後

になっている。朝鮮はすでに政治軍事的

されている。

から一貫して築いてきた、しっかりとした物

威力を世界的水準に引き上げた強国であ

自主性、創造性、意識性を持つ社会的

質技術的土台、重工業に基づいて国防

る。今後、経済と科学技術、文化分野に

存在としての人の本質的特性に対する科

工業が重要な位置を占める、自立的な経

おいて強国建設を促すことで、名実共に

学的解明と、人があらゆるものの主人で、

済の土台が存在した。

社会主義強国を建設したと言えるようにな

あらゆるものを決定するというチュチェ思

こんにち朝鮮においては、経済の自立

る。

想の哲学的原理に基づいて、
人類社会の

性、主体性をより一層強化し、経済がどの

朝鮮労働党委員長であり、朝鮮民主主

発展の歴史が、自主性を実現するための

ような外部的波動にもびくともせず、持続

義人民共和国国務委員会委員長である

人民大衆の闘争の歴史であるという、社

的な発展を確固として保証することを、経

敬愛する最高指導者、金正恩同志は、昨

会歴史発展の原理が明言される。それに

済強国建設の重要な目標として掲げてい

年5月に行われた歴史的な朝鮮労働党第

従って、人民大衆の自主性を完全に実現

る。現時期、朝鮮で掲げている経済の自

7回大会において、社会主義強国建設で

するためには、社会生活のすべての分野

立性、主体性を強化するという目標は、以

立ち向かう重要課題を提示すると同時に、

において、
自主的立場を確固に堅持するこ

前の自立的民族経済を建設するという課

社会主義経済強国の面貌と本質的特徴

と、言い換えれば、政治においては自主、

題と比べると、より高い要求、自立的経済

について明確に示した。

経済においては自立、国防においては自

強国の高い目標を提起している。

金正恩同志は次のように述べた。
「我々が建設する経済強国は自立性と
主体性が強く、科学技術を基本生産力と

衛の原則を徹底的に具現することが、まさ

朝鮮は解放後、民主主義革命と社会

にチュチェ思想が示している革命と建設

主義革命を通じて、社会主義制度を建設

の指導的原則である。

し、社会主義経済建設を促しつつ、経済

し、発展する国です。国防建設と経済建

朝鮮はすでに解放直後から、チュチェ

の自立性保障を一貫して重要な問題とし

設、人民生活に必要な物質的手段を自ら

思想の要求を経済分野で具現するため

て提示し、その実現のために闘争してき

生産保障し、科学技術と生産が一体化

に、
自立的民族経済建設を戦略的路線の

た。これと同時に、1990年代初までは、主

し、先端技術産業が経済成長において主

一つとして提示し、社会主義基礎建設時

に世界社会主義経済体系が維持されて

導的役割を果たす自立経済強国、知識

期 1と社会主義工業化時期 2に、すでに重

いた時期であったため、コークスや原油、

経済強国がまさに社会主義経済強国で

工業を優先的に発展させつつ、軽工業と

ゴムなど一部の戦略物資を、社会主義世

す」。

農業を同時に発展させるという、社会主義

界市場を通じてある程度解決し、自立経

１．社会主義経済強国の特徴

経済建設の基本路線を確固として掲げ、

済の土台をしっかりと固めることに活用し

工業化と歴史的課題を遂行する過程で、

た。

重工業を核心とする多方面的で総合的な

しかし、1980年代末～90年代初におい

朝鮮で建設する社会主義経済強国の

経済構造、自らに要求される基本的なもの

て、世界社会主義体系が崩壊し、社会

重要な特徴は、何よりもまず、
自立性と主体

を自らの力で保障できる自立的な経済の

主義世界市場がなくなると同時に、これら

性が強い国、自立経済強国だということで

土台を作り出した。朝鮮ではその後も6カ

の戦略物資の解決が困難になりはじめ、

ある。経済の自立性、主体性を確固として

年人民経済計画と第2次、第3次7カ年人

特に21世紀に入って、自衛的国防力を強

保障することは、朝鮮が社会主義経済強

民経済計画遂行過程を通じて、人民経済

化し、宇宙科学技術を発展させるための

国建設において掲げている重要な目標の

の主体化をより一層高い水準で実現して

朝鮮の正々堂々たる措置を対象として、よ

一つである。経済の自立性、主体性は、朝

きた。

り強化される米国をはじめとする追従勢

1
2

1957年に開始し、60年に繰り上げ達成された「5カ年計画」時期にあたる。
1961年に開始し、70年まで3年間期間が延長された「第1次7カ年計画」時期にあたる。
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朝鮮で建設する社会主義経済強国の重要特徴

力の経済制裁策動により、戦略物資は勿

な発展を成し遂げるうえで鍵となる意義を

をする知識経済強国を建設してこそ、経

論、人民生活に必要な物資まで適時に輸

持つ。朝鮮ではエネルギー生産を経済成

済と人民生活に必要なすべての製品を、

入することが難しくなった。

長に確固として優先させる方向で、動力

世界的水準で決心したとおりに作り出す、

自主性を生命とみなす朝鮮人民は、他

基地建設を展望性をもって推進していくこ

近代的で情報化された物質技術的土台

人が必要な物資を与えてくれないとしても、

とを計画している。水力を主としつつ、火

を備えた国、知識経済時代の経済強国を

決して社会主義強国建設を諦めず、
このよ

力による電力生産を合理的に配合し、原

建設することができる。

うな状況になればなるほど自力更生、艱苦

子力発電の比重を高め、多様な自然エネ

こんにち朝鮮が、経済強国建設におい

奮闘の精神をより一層発揮し、すべてを自

ルギー源泉を積極的に利用し、国家的な

て提起している知識経済強国の建設は、

ら解決していく原則を一貫して堅持してい

エネルギー需要を充足させることに力を入

前世紀で行われていた人民経済の近代

る。

れている。これと同時に、最新科学技術に

化とは比べられない高い目標を提起してい

現時期朝鮮が掲げている、経済の自立

基づいてエネルギー生産方式を改善し、

る。朝鮮では前世紀において、時代と革

性と主体性をあらゆる手を尽くして強化し、

国の経済をエネルギー節約型に転換する

命発展の要求に即して、人民経済の近代

自立経済強国を建設すること、これはチュ

ことにも力を入れている。
食糧の自給自足を実現するために、食

てきた。われわれは朝鮮戦争後、米国によ

家、
人民の確固たる意志であり、
まさにこの

糧生産を持続的に増やし、農業を世界先

り無惨に破壊された経済を短期間内で速

変化した現実に対処し、わが人民の要求

進水準に引き上げることを重要な課題とし

く復旧させ、工業化の基礎を作り、全面的

と利益を徹底的に保証し、どのような外部

て掲げている。また、こんにち朝鮮では経

に実現する段階の課題遂行を通じて、国

的な制裁と経済波動にもびくともせず、安

済の自立性と主体性を保障するうえで、経

の経済を工業経済時代の面貌に合う社

定的かつ持続的に発展していく経済、朝

済発展と人民生活で提起される物質的

会主義工業国家に変え、その後数回にわ

鮮で建設する経済強国の面貌であり、重

需要を国内生産で保障できる、多方面的

たる人民経済発展の展望計画遂行を通

要な特徴の一つである。

で総合的な経済構造を備え、不断に改善

じて、国の物質経済的土台をより近代的

完備することを重要な課題として掲げてい

な水準に一層引き上げた。

２．経済の自立性と主体性の確保
こんにち朝鮮では、経済の自立性と主
体性を保障するうえで、まず原料と燃料、

4

化を実現するための闘争を力強く繰り広げ

チェ思想の要求であり、朝鮮労働党と国

る。

しかし、科学技術の急速な発展ととも
に、世界的に知識と情報に依拠し発展す

３．知識経済強国建設

る新しい時代、知識経済時代が到来し始
め、時代の変化は、経済強国の物質的土

設備の国産化を中核的な問題として掲げ

朝鮮で建設する社会主義経済強国の

台もそれに即して高い水準で固めていくこ

ている。原料と燃料、設備の国産化は、経

重要な特徴は次に、科学技術を基本的な

とを求めた。人民経済の近代化、情報化

済の自立性と主体性を保障するうえで最も

生産力として発展する国、科学技術と生

を推進し、国の経済を知識経済に転換さ

重要な問題の一つであり、これを評価する

産が一体化し、先端技術産業が経済成

せることについての朝鮮労働党の政策は、

重要な指標にもなる。経済発展において、

長において主導的な役割を担う知識経済

まさに時代発展の要求を正確に反映した

戦略的意義を持つ原料と燃料を国内資

強国だということである。科学技術を基本

最も正当な政策である。

源で保障する生産技術工程を確立し、先

的生産力として発展する国、科学技術と

こんにち朝鮮が掲げている人民経済の

端設備をはじめとする切実に要求されてい

生産が一体化し、先端技術産業が経済

近代化、情報化を実現する戦略的目標

る技術手段をわが国の実情に即して自ら

成長において主導的な役割を担う知識経

は、すべての生産工程を自動化、インテリ

生産保障していくことは、朝鮮が原料と燃

済強国を建設することは、朝鮮が経済強

ジェンス化し、工場、企業所を無人化する

料、
設備の国産化を実現するうえで提起さ

国建設において掲げているもう一つの重

ということである。

れる重要な課題である。これと同時に、近

要な目標である。

朝鮮では人民経済の近代化、情報化

代的技術を土台として、基礎工業部門の

知識経済強国の建設は、朝鮮労働党

を実現し、知識経済強国を建設するため

主体化水準を高め、国の資源を総合的か

が、科学技術が急速に発展し、知識の力

に、まず新世紀において産業革命を力強

つ効果的に利用し、原油をはじめとする重

を土台に成長する知識経済時代の要求

く推進し、人民経済全般を近代的技術に

要な資源を積極的に開発することも、原料

を反映させて提示する、経済強国建設の

改善し、すべての部門を先端水準に引き

と燃料、設備の国産化と関連している重

重要な目標である。科学技術の発展がす

上げることを重要な闘争課題として提示し

要な課題である。

べての部門の発展を推進し、科学技術の

ている。特に、統合生産体系は無人操縦

こんにち朝鮮では経済の自立性と主体

高みによって、社会全般の発展の高みと

体系を確立し、
緑色生産方式をはじめとす

性を保障するうえで、
エネルギー・動力問題

速度が規定されるこんにち、
科学技術を速

る先進的な生産方法を取り入れ、重要な

と食糧問題を自ら解決することを重要な問

く発展させ、先端科学技術に基づいて科

経済技術指標を世界先進水準に引き上

題として掲げている。エネルギー・動力問

学技術と生産の一体化を実現し、先端技

げ、不断に改善していくことに力を入れて

題と食糧問題は、経済の自立的で持続的

術産業が経済成長において主導的役割

いる。
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朝鮮では人民経済の近代化、情報化

みで具現している朝鮮の経済強国建設

電力監視体系、船の修理体系を完璧に

を実現し、知識経済強国を建設するため

の重要な目標である。朝鮮では経済建設

構築し、年中海を休ませずに積極的な漁

に、また知識経済の下部構造を強力に構

の中で現れるすべての問題を人民大衆の

労戦を繰り広げ、大漁を実現することに関

築し、すべての部門において現代科学技

自主的要求と利益を基準に解決していくこ

する課題を提示した。

術を積極的に取り入れ、科学と技術、知

とを、最優先の重要な原則として掲げてい

識が生産を主導する経営管理体系を確

る。

軽工業部門もおいて、知識経済時代の
手本となる工場を建設し、原料、資材の国

立し、工場、企業所の生産と技術管理工

朝鮮では人民に富裕で文明的な生活

産化を実現し、生産を活性化し、消費品

程を開発創造型に転換させるなど、人民

条件を保障するために、まず人民生活に

に対する人民の需要を保障することに関

経済すべての部門で、科学技術と生産の

直接服務する部門の発展を重視し、その

する課題を提示した。

一体化を実現していくことを重要な闘争課

実現のための明確な闘争課題を提示して

新製品開発と質向上に力を入れ、世界

題として提示している。

いる。特に、国家経済発展５カ年戦略期

的水準の多様な軽工業製品をより多く生

朝鮮では人民経済の近代化、情報化

間中、工業と水産業、軽工業部門におい

3
産し、地方において昌城連席会議 精神を

を実現し、知識経済強国を建設するため

て生産と突撃戦を力強く繰り広げ、人民生

具現し、自力で経済的問題を解決していく

に、
また情報産業、ナノ産業、生物産業の

活向上の突破口を切り開くことを計画して

ための作戦を周到細密に立て、地方経済

ような知識経済の支柱である先端技術産

いる。

の特色を発展させることなど、軽工業発展

業を大々的に創設し、国の経済発展にお

農業部門において、農産と畜産、果樹

の具体的課題を提示した。朝鮮では、人

いて、先端技術産業が占める比重と中枢

業を発展させるための部門別課題を提示

民に富裕で文明的な生活条件を保障す

的役割を高めていくことを、重要な闘争課

した。農業部門において、優良品種をより

るために、また勤労者たちに立派な労働

題として掲げている。

多く育種し、地方別、品種別需要に即し種

生活条件と物質生活条件を提供し、党と

子生産を推進すること、
地帯的特性と自然

国家の人民的施策を拡大していくことを重

４．社会主義文明国、
社会主義富
貴栄華の実現

気候条件に即し作物と品種配置を正確に

要な闘争課題として掲げている。無償治

し、農作物の施肥管理において科学技術

療制と無料義務教育制をはじめとする人

的要求を徹底的に守り、先進的な営農方

民的施策は、朝鮮式社会主義の優越性

朝鮮で建設する社会主義経済強国の

法を積極的に取り入れること、有機農業を

を集中的に具現している施策であり、社会

重要な特徴は、次に人民に富裕で文明的

奨励し、環状循環生産体系を確立するこ

主義強国建設が進展し、経済が発展する

な生活を保障する、人民の楽園であるとい

となど科学農業の熱風を巻き起こすことに

につれ、それらはより一層拡大していく。

うことである。生産力の発展水準と国民所

力を入れる。農業部門を発展させ、農業

得が高い国というだけではなく、人民に富

勤労者により便利な労働生活条件を保障

裕で文明的な生活を保障する人民の楽

するために、農村における生産の総合的

園だということに、朝鮮で建設する社会主

機械化を本格的に推進し、短い期間内に

義経済強国の真の面貌と本質的特徴が

農作業の機械化比重を60～70％の水準

ある。朝鮮経済は集団主義を思想的基礎

に引き上げることを計画している。

５．科 学技術の重視と生産への
応用
科学技術を前面に押し出していくこと
は、
朝鮮が社会主義経済強国の高い目標

とし、生産手段に対する社会的所有に基

畜産部門において、家畜種子と飼料問

を成果的に達成できるようにする、もう一つ

づく社会主義経済であり、その主人は勤

題を解決し、飼養管理を科学的に行い、

の重要な保証である。科学技術の時代、

労人民大衆である。人民生活を絶えず向

獣医防疫対策を徹底的に立て、畜産物

すなわち科学技術の発展水準が国の総

上させることは、社会主義経済制度の本

生産を伸ばし、草食家畜の飼養を群衆的

合的国力と地位を規定する兆候となって

性的要求で、朝鮮労働党と政府が始終

運動で展開し、協同農場の共同畜産と農

いるこんにち、帝国主義者たちの経済技

一貫して堅持している活動原則である。

村世帯の個人畜産を発展させ、全国各地

術的封鎖を壊し、自強力を急激に増大さ

情勢の変化と革命発展の要求に従って、

で畜産の熱風が巻き起こるようにする。

せ、すべての部門を速く発展させるうえで、

どの部門を優先的に発展させるかには差

果樹部門において、果樹業の集約化、

科学技術はその生命線となる。
朝鮮は、国の全般的な科学技術が世

異が生じ得るが、人民生活を絶えず向上

科学化水準を高め、果物生産を伸ばし、

させることについての社会主義経済建設

全国随所に建設されている野菜温室とキ

界先端水準に達した国、科学技術の主導

の根本的目的は変わることがない。

ノコ工場の生産を正常化し、人民がその

的役割により、経済と国防、文化をはじめ

恩恵を被るようにする。

とするすべての部門が急速に発展する科

人民に富裕で文明的な生活を保障す
る、人民の楽園を建設することに対する目

水産部門において、漁船と漁具を近代

学技術強国を建設することを、社会主義

標は、まさに社会主義経済の本性的要求

化し、先端科学技術に基づいて気象予

強国建設においてまず到達しなければな

であり、党と国家の活動原則を時代的高

報、海上指揮、魚の加工体系と設備及び

らない重要な目標として規定し、科学技術

3

1962年8月に平安北道昌城郡で開かれた地方工業を発展させるための会議。
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朝鮮で建設する社会主義経済強国の重要特徴

強国建設に拍車を加え、短期間内に国の

源に依拠し、主体的力量を強化し、
自分の

科学で栄える時代を切り拓き、社会主義

前途を開拓していく革命精神であり、朝鮮

経済強国建設において革命的転換をもた

革命の歴史は自強力で開拓・勝利してき

らす。

６．自力自強と自強力第一主義

証もここにある。

おわりに

た歴史である。自分の運命の主人は自分

朝鮮の社会主義経済強国建設のため

自身であり、ただ自らの力で自分の運命を

の闘争には依然として、多くの隘路と難関

開拓しなければならないとする、金日成同

が横たわっている。しかし、朝鮮労働党の

志と金正日同志の自力自強の精神が、朝

老練した指導の下で、すべての経済問題

こんにち朝鮮では、社会主義経済強国

鮮人民を不可能を知らない精神力の最強

を、確固たる主体的立場から、わが人民

を建設するための闘争は、自力自強の精

者に成長させ、朝鮮を誰もが無視できない

の自主精神と創造精神、科学技術の威力

神と科学技術を掲げ、人民経済の主体

不敗の強国に転換させた。

に依拠し、解決していく原則を一貫として

化、近代化、情報化、科学化を高い水準

6

自強力第一主義は、
自らの力と技術、資

科学技術発展で新たな飛躍を成し遂げ、

事大と外勢依存を排撃し、社会主義強

堅持する限り、その勝利は確定的である。

で実現し、人民に富裕で文明的な生活条

国建設を自らの力と技術、資源に依拠し、

朝鮮人民は必ずや、自らの力で国力が強

件を提供することについての朝鮮労働党

自力更生、艱苦奮闘の革命精神で推進

く、絶えず隆盛繁栄し、人民が世の中にう

の経済強国建設のための戦略的路線を

していくこと、まさにこれが朝鮮労働党と政

らやむことのない幸せな生活を思う存分に

指針に展開している。自力自強の精神、自

府、朝鮮人民の確固たる意志であり、経

享受する社会主義強国を立ち上げるであ

強力第一主義は朝鮮が社会主義経済強

済強国建設において一貫として堅持して

ろう。

国の高い目標を成果的に達成できるように

いる原則であり、経済強国建設の高い目

する根本的な保証を提供する。

標を成果的に達成するための根本的な保
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The Key Characteristics of the Economically Powerful
Socialist Nation to Be Built in the DPRK (Summary)
KIM Ung Ho
Director, Institute of Economics, Academy of Social Sciences, DPRK

As the DPRK is already a powerful nation which has raised its
political and military power to a global level, it can be said that
by encouraging the building of a powerful nation in the future in
the economic, science and technology, and cultural spheres, it
has built a powerful socialist nation in both name and reality.
Comrade Kim Jong Un, at the historic Seventh Congress of
the Workers' Party of Korea held in May last year, made the
following statement on the features of an economically powerful
socialist nation and its essential characteristics:
“The economically powerful nation we are building is a
developing nation where independence and self-reliance are
strong and has science and technology as its basic productive
forces. By safeguarding production by ourselves of the necessary
material means for the building of national defense and the
economy, and the living standards of the people, and with the
integration of science and technology with production, an
economically independent powerful nation and economically
intellectually powerful nation, where advanced technological
production plays a leading role in economic growth, is certainly
an economically powerful socialist nation.”
The key characteristics of the economically powerful socialist
nation to be built in the DPRK are as follows:
(1) A nation where independence and self-reliance are strong, and
an economically independent powerful nation
Via the collapse of the global socialist architecture and the
global socialist market at the end of the 1980s and the beginning
of the 1990s, and via the economic sanctions led by the United
States entering the 21st century, regarding strategic items it
naturally became difficult for items necessary for people’s

everyday lives to enter the country in timely fashion. Therefore,
firstly the national production of raw materials, fuel, and
equipment has become a core task. Energy and power issues and
food issues have a pivotal meaning for achieving the
independent and sustained development of the economy.
(2) A n intellectually economically powerful nation with an
integration of science and technology with production
Relying on the global knowledge and information
accompanying the rapid development of science and technology,
in the developing new era advanced technological production
plays a leading role in economic growth. The strategic objective
of realizing the modernization and informatization of the
people’s economy requires the automatization of and increased
intelligence in all production processes, and unmanned factories
and businesses.
(3) The building of a nation with socialist civilization and the
realization of socialist wealth and prosperity
It is necessary to build a people’s paradise which safeguards
an affluent civilized lifestyle for the people. The true features of
the economically powerful socialist nation being built in the
DPRK and its essential characteristics lie not only in that the
development level of productive forces and national income are
high, but also in that it is a people’s paradise which safeguards
an affluent civilized lifestyle for the people. The DPRK economy
has collectivism as its ideological basis, and with a socialist
economy based on the social ownership of the means of
production, its owners are the working masses.
[Translated by ERINA]
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朝鮮民主主義人民共和国における
国家経済発展5カ年戦略の目標と中心的課題
朝鮮社会科学院経済研究所研究員
朴斗星

はじめに
科学的戦略に基づいて経済を発展さ

１．経済強国建設の目標と中心的
課題

礎工業部門の発展、
農業と軽工業の発展
に置き、
これらに国家的な力を入れることに

せることは、社会主義経済強国を成果的

朝鮮労働党第7回大会で提示された5

より、経済の持続的な発展のためのしっか

に建設していくうえで、非常に重要な問題

カ年戦略では、まず経済強国建設の戦略

りとした土台を築いて、人民生活を決定的

となる。

目標を提起している。5カ年戦略の目標は、

に向上させることを予定した。

国家経済発展戦略は、その段階におけ

人民経済全般を活性化させ、
経済部門間

る党の経済路線を貫徹させるための、国

の均衡を保障し、国家経済の持続的な発

家経済発展の目標と基本方向、その実現

展を実現できる土台を築くことである。

のための課題と方法を規定したものである

経済強国建設は現時期、朝鮮の党と

２．電力問題の解決
5カ年戦略遂行期間には何よりも電力問

国家が総力を集中させるべき基本戦線で

題解決に国家的な力を集中させる。それ

国の富強繁栄と人民大衆の福祉増進

ある。現在朝鮮は、政治軍事強国の地

は、電力問題を解決することが5カ年戦略

を目標とする経済の発展は、国家が党の

位に堂々と立ち上がったが、経済部門はま

遂行の先決条件であり、人民生活向上の

路線と政策に基づいた科学的な経済発

だ相応の高みに達していない。経済全般

中心的課題であるからである。人民経済

展戦略を立て、国の資源とすべての潜在

を見ると、先端水準にまで達した部門があ

すべての部門において、生産を活性化し、

力を最大限に動員利用し、生産の連続

る一方、ある部門は情けなく立ち遅れてい

現代化、情報化を促し、人民の最高の文

的な増加と経済の全般的均衡を保障する

て、人民経済部門間の均衡がしっかりと

明を最高のレベルで享受させるには決定

と言える。

1

過程を経てこそ、成果的に達成される。特

保障されておらず、先行部門 が前進でき

的に電力問題を円満に解決しなければな

に、米国をはじめとする敵対勢力の孤立

ておらず、国の経済発展に支障をきたして

らない。

圧殺策動がどの時よりも悪辣になっている

いる。

電力問題を解決するために、まず5カ年

困難な条件と環境の中で、社会主義経済

したがって、人民経済全般を活性化さ

戦略遂行期間の現存発電能力を最大限

強国を建設するための戦いを繰り広げて

せ、経済部門間の均衡を保障し、国の経

に利用し、電力生産を遥かに増やす。電

いる現在の朝鮮では、経済的難局を突破

済を持続的に発展させることができる土台

力工業部門において、発電所の改善すべ

し、短期間内に社会主義経済強国を建

を築くことを、5カ年戦略の目標として提示

き生産工程と施設などを整備補強し、技

設するためには、科学的で現実的な経済

した。5カ年戦略には、戦略目標達成のた

術改善を促し、発電設備の効率を向上さ

発展戦略を立て、正確に執行していかな

めの中心的課題も明確に示されている。

せ、フル稼働、満負荷を保障し、電力生

5カ年戦略の中心的課題は、党の新た

産原価を体系的に下げることに力を集中

敬愛する最高指導者金正恩同志は歴

な並進路線を掲げ、エネルギー問題を解

させる。これと同時に、電力工業部門の発

史的な朝鮮労働党第7回大会で行った中

決しながら、人民経済先行部門、基礎工

電設備と施設などの整備補修に必要な資

央委員会事業総括報告の中で、社会主

業部門を正常軌道に乗せ、農業と軽工業

材、資金を優先的に保障するための国家

義経済強国建設の戦略的路線とその実

生産を増やし、人民生活を決定的に向上

的な対策を立てる。

現のための課題を明確に示すとともに、国

させることである。5カ年戦略は中心的課

電力問題を解決するために、
次に、
生産

家経済発展5カ年戦略（以下、
「5カ年戦

題に力量を集中させ、突破口を開き、人民

された電力を効果的に利用するために対

略」とする）
を提示した。

経済全般を振興させ、朝鮮経済の持続的

策を立てる。生産された電力を効果的に

ければならない。

金正恩同志は次のように述べた。
「当
面、2016年から2020年までの5カ年戦略
を徹底的に遂行しなければなりません」。

な発展を推進できるようにする科学的で合

利用することは厳しい電力問題を解決す

理的な戦略である。

るための重要な方法の一つである。生産

5カ年戦略では戦略期間の国家経済
発展の中心的課題を電力、石炭、金属工

1

8

業と鉄道運輸など人民経済先行部門、基

された電気を効果的に利用するために、ま
ず国家的な統合電力管理体系を構成し、

北朝鮮では、電力、石炭、金属、鉄道運輸など、生産における基本的な要素となる産業を「先行部門」と称して優先的に発展させる政策を展開している。
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実質的に運営し、交差生産2を合理的に

保障する。炭鉱において、選炭工程を設

を強化し、貨物輸送を伸ばす。金鐘泰電

組織する。また、配送電網の技術改善や

置し、良質の石炭を生産することは貨物

気機関車連合企業所を現代化の実現さ

補修を行い、電圧段階と力率を高め、電

輸送量を減らし、
石炭を利用する単位にお

れた手本となる単位にし、その模範を全国

力の途中損失を減らす。電力生産と需要

ける技術経済的指標の改善に役立つ。5

の鉄道工場、企業所に一般化させ、先端

が増えることに合わせて、送電系統と変圧

カ年戦略期間中、先進的な選炭設備を設

技術が導入された現代的な交流電気機

器などを補強し、力率を高めるための対策

置・運営する手本を示し、すべての炭鉱に

関車 3と多用途の専用貨車、重量貨車を

を立て、電力の途中損失を決定的に減ら

一般化し、灰分が低く発熱量が高い良質

自主的に開発・生産させる。鉄道建設を促

し、国の送電系統は徐々にフレキシブル交

の石炭を消費単位に送る。これと同時に、

し、国の鉄道網をより完備させ、重要路線

流送電系統（FACTS）に転換させる。

探査と掘進を推進し、確保炭量をより多く

における鉄道の重量化、高速度化を段階

電力問題を解決するために、朝鮮の

確保して、展望の良い新たな炭鉱と坑を

別に促進し、鉄道の物質技術的土台を強

豊富な動力資源に頼る電力生産基地を

大々的に開発し、石炭生産能力を持続的

化し、より多くの荷物を運ぶ。

大々的に振興させる。戦略遂行期間に漁

に高めていく。

４．機械、
化学、
採取工業と建設、
建材部門の発展

郎川発電所をはじめとする建設中の水力

次に、
金属工業部門において、
製鉄、
製

発電所の操業日時を前倒しし、大規模の

鋼、圧延工程の技術装備の水準を高め、

端川発電所を最短期間内で建設し、原子

原料、燃料、動力の保障対策を立て、鉄

力発電所建設を同時に推進し、電力問題

鋼材生産を増やす。黄海製鉄連合企業

5カ年戦略遂行期間は機械、化学、採

解決の展望を切り開く。大規模発電所建

所、金策製鉄連合企業所、千里馬製鋼

取工業 4と建設建材部門において転換を

設と共に、道、市、郡が自らの力で中小型

連合企業所をはじめとする金属工場にお

起こす。

発電所を実用性的に建設し、正常に運営

いて主体鉄生産の土台を増強させると同

機械工業発展を積極的に推進し、人民

するための対策を立てる。そして、風力と

時に、全般的生産工程の技術装備の水

経済の現代化、科学化実現に貢献させ

潮力、バイオマス、太陽エネルギー発電所

準を高め、生産工程を補充完備させるた

る。機械工業は経済発展と技術的進歩の

の建設適地を漏れなく調査把握し、発電

めの事業を力強く推進し、鉄鋼材生産を

基礎である。機械工業部門において先端

所を建設すると同時にすべての部門と単

遥かに増やす一方、現代冶金工業の発

設備を新たに装備すると同時に、すでにあ

位が実情に即して自然エネルギーによる

展趨勢に即し、先進技術に依拠して、鉄

る機械設備の性能を改善し、フレキシブル

電力生産技術を積極的に取り入れ、その

鋼材生産の技術経済的指標を改善し、合

生産セルを構成する方法で生産工程を現

利用範囲を拡大させる。

金鋼と規格鋼材の品種を増やす。茂山鉱

代化し、効率的で高能率の機械製品を生

山連合企業所をはじめとする鉄鉱山の生

産するための土台を築く。特に、金正恩同

産能力を拡張させ、剥土処理を推進し、

志が高く評価した80馬力のトラクターと115

採掘設備を現代化させ、
生産を増やし、
選

馬力の貨物自動車の系列生産工程を確

鉱実収率を上げ、良質の鉄精鉱を金属工

立する。そして、人民経済の現代化実現

5カ年戦略遂行期間中、石炭工業と金

場に供給させる。電極、合金鉄、耐火物

に切実に必要な測定設備生産基地を新

属工業、鉄道運輸部門を画期的に発展さ

生産基地をしっかりと設けて、金属工業の

たに設けて、多機能、多目的、知能化され

せる。

物質技術的土台をより強化させ、生産と科

た測定設備を自主的に生産し、工具生産

学技術を密着させ、多元素合金鉄と良質

基地をしっかりと築き、工具の国産化を実

の耐火物、電極の生産を保障する。

現する。

３．石炭工業と金属工業、鉄道輸
送部門の発展

まず、
石炭生産を高い水準まで引き上げ
る。石炭は朝鮮において工業の食糧であ
ると言える。石炭工業部門は埋蔵量が多

鉄道運輸発展に力を入れ、年間鉄道

化学工業部門において、化学製品生

く、採掘条件が有利な西部地区と北部地

貨物輸送量を引き上げる。鉄道運輸部門

産の主体化を高い水準で実現し、化学工

区の炭鉱に投資を集中し、増産闘争を力

は、
鉄道運営単位の任務負担と事業体系

業を新たな土台に引き上げることを重要な

強く繰り広げ、人民経済の増加する石炭

を明確にし、唯一司令体系に従う運行規

課題として掲げていく。まず、化学工業部

需要を円満に保障する。炭鉱において、組

律を厳格に立て、列車運行組織と方法を

門の生産設備と系統を適時に整備補修

枠による広幅式採炭法のような能率的な

科学化、合理化し、輸送の迅速性と正確

し、生産能力を拡張し、触媒の国産化を

採炭方法を取り入れ、坑内作業の総合的

性、円滑性と安全性を保障する。鉄道輸

実現し、主体肥料とビナロン5 、基礎化学

機械化と運搬の多様化を積極的に実現さ

送区間は集中貨物ターミナルと専用線技

製品生産を正常化する。特に、肥料工場

せ、石炭生産を最大限に増やす一方、選

術装備水準を高め、集中貨物輸送比重を

において、生産工程の整備補修をしっかり

炭工程を完備させ、良質の石炭の生産を

決定的に上げ、陸海運部門との連帯輸送

と行い、当面の肥料生産を正常化すると

2

電力が不足するときに、複数の電力使用対象間での電力使用を調整するための措置。日本の東日本大震災後の「計画停電」とほぼ同じ概念である。
北朝鮮の鉄道電化は基本的に直流3000ボルトであるが、ここで言う交流機関車とは主電動機に交流三相誘導電動機を採用した電気機関車のことを指す。
4
石炭工業、鉱業、原油採掘業、林業、水産業等の自然から資源を採取する業種を一括して定義した言葉であるが、本稿ではもっぱら鉱業について触れられている。
5
ビニロンのことを北朝鮮ではビナロンと呼ぶ。
3
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同時に、現代化を促し、生産能力をより高
め、窒素肥料生産を伸ばし、リン肥料、カ
リウム肥料、ケイ素肥料をはじめとする様々

５．農業と水産業、軽工業の発展
5カ年戦略遂行期間中、農業と水産業、

農村経理の総合的機械化を力強く推
進し、播種機、稲総合収穫機をはじめと

な肥料を豊富な品揃えで保障する。また、

軽工業発展に力を入れ、
人民生活の向上

する労力節約型の高能率の農業機械を

化学工場の生産工程を公害がなく電力消

の突破口を切り開く。

系列生産するための現実的対策を立て、

費が少ない工程に技術再建し、国内資源

農業部門において、
主体農業の要求通

に依拠する新たな化学製品生産基地を

りに科学農業の熱風を巻き起こし、穀物

に合う多機能化された自動式、半自動式、

展望性があるように建設する。

生産を遥かに伸ばし、食糧問題、食べる

手動式農業機械をより多く創案製造し、農

朝鮮の自然地理的条件と朝鮮人の体質

5カ年戦略遂行期間中、石炭ガス化によ

問題を解決する。まず、非穀物作物の栽

作業の機械化比重を60～70％に引き上げ

る C１化学工業を創設し、褐炭を利用す

培面積を縮小し、稲とトウモロコシをはじめ

る。

る石炭乾留工程を設け、硫酸ナトリウムを

とする穀物栽培面積を最大限に拡大し、

出発原料とする炭酸ソーダー工業を完備

ジャガイモとサツマイモなど多収穫作物を

輝かせるための飛躍を起こし、水産物生

させ、メタノールと合成原油、合成樹脂を

多く植え、面積当たりの収穫を高める方法

産を伸ばす。まず、科学水産というのは漁

はじめとする化学製品生産の主体化を高

で穀物生産を伸ばす。また、二毛作と二

業の実績であることを銘記し、漁船と漁具

レベルで実現する。これと同時に、地下超

重栽培方法を積極的に取り入れ、土地利

の近代化水準を高め、先端科学技術に

塩水による製塩工程を完成し、塩生産を

用率を1.5倍以上高めることによって、穀物

基づいて、気象予報、海上指揮、魚の

水産部門において、黄金の海の歴史を

生産を引き上げる。穀物対穀物、穀物対

加工体系と設備及び電力監視体系、船

5カ年戦略遂行期間中、採取工業部門

ジャガイモを基本とし、穀物対野菜、穀物

の修理体系を完璧に構築し、先進的な漁

に力を入れ、国の資源を効果的に動員利

対工芸作物栽培を科学的に行い、
トウモロ

労技術を取り入れ、積極的な漁労戦を繰

用する。端川地区をはじめとする国の随所

コシ二列集約栽培による二重栽培面積を

り広げ、水産物生産を画期的に伸ばす。

に豊富に埋蔵されているマグネサイトと黒

決定的に伸ばし、土地利用率と農作業の

また、養魚において、労力節約型、水節

鉛、硅石、希土類鉱物等の有用鉱物をよ

集約化水準を高め、多くの穀物を生産す

約型方法を取り入れ、東、西海の有利な

り多く開発する。採取工業部門の鉱山か

る。そして、農業科学研究機関は、一町

水域と河川、湖、貯水池で網生簀養魚を

らより多くの鉱量を確保し、採掘場と採掘、

歩当たりの収穫が10トン以上ある稲の品

大々的に繰り広げ、すべての道が実情に

画期的に伸ばす。

運搬設備を現代化、大型化し、選鉱場と

種と一町歩当たりの収穫が15トン以上ある

即して現代的なナマズ工場を建設し、
ナマ

製錬所の現代化を実現させ、マグネシアク

トウモロコシの品種をより多く育種・導入し、

ズ生産の現代化、集約化、科学化を実現

リンカーと電気銅、電気亜鉛をはじめとす

種子生産単位は種子生産と加工の現代

し、より多くの魚を生産する。そして、沿岸

る様々な非鉄金属と非金属製品の生産を

化を実現し、地方別、品種別需要に即し、

養殖面積を拡大し、沿岸養殖をより発展さ

最大限に伸ばす。

種子生産を推進する。これと同時に、地

せ、海藻と貝をはじめとする水産物生産を

5カ年戦略遂行期間中、重要な建設事

帯的特性と自然気候条件に即し、作物と

伸ばし、水産物加工において転換を起こ

業に引き続き力を集中し、建設の大繁栄

品種配置を適切にし、農作物肥培管理に

し、様々な良質の水産物加工品をより多く

期が途絶えずに継続していくようにする。

おいて科学技術的要求に徹底的に従い、

生産する。

建設部門において、党の主体的建築美

穀物生産において効果を出している先進

軽工業発展に力を入れる。

学思想を指針に先便利性、先美学性の

的な営農方法と技術を積極的に取り入れ

軽工業工場を知識経済時代の手本と

原則が具現された万年大計の記念碑的

る一方、有機農業を奨励し、環状循環生

なる工場にし、
原料、
資材の国産化を実現

創造物を最高の水準及び最大の速度で

産体系を確立する事業を一貫性があるよ

し、生産を活性化し、消費品に対する人

建設する。中央と地方の設計力量と建設

うに推進する。

民の需要を保障する。新製品開発と質向

力量を強化し、設計手段と建設装備、機

畜産部門において、家畜種子と飼料問

上に力を入れ、軽工業製品の多種化、多

工具を現代化し、朝鮮の実情と世界的趨

題を解決し、飼養管理を科学的に行い、

色化、多様化、軽量化を実現し、世界的

勢に即し、乾式工法を奨励し、ゼロエネル

獣医防疫対策を徹底的に立て、畜産物

水準の軽工業製品をより多く生産し、地方

ギーとゼロ炭素建築技術、インテリジェント

生産を伸ばす地区畜産基地をはじめとす

において昌城連席会議精神を具現し、自

建築技術を広く取り入れ、施工の専門化、

る現代化された畜産地区を正常に運営す

らの力で問題を解決していくための作戦を

工業化、現代化を高い水準で実現する。

ると同時に、協同農場の共同畜産と農村

周到細密に立て、地方経済を特色的に発

建材工業部門において、工場、企業所を

世帯の個人畜産を発展させ、食肉生産を

展させる。これと同時に、人民経済のすべ

現代的に建設し、セメント生産を決定的に

増やす。

伸ばし、建材生産を専門化、伝統化し、

果樹業の集約化、科学化水準を高め、

ての部門、すべての単位において、予備
と可能性をあますところなく探究動員し、技

最新技術を活用し、建材の多様化、多種

果物生産を伸ばし、野菜畑の灌漑面積を

術革新運動と社会主義競争運動を活発

化、国産化を実現する。

体系的に拡大し、全国随所に建設されて

に展開し、生産的昂揚を起こす。

いる野菜温室とキノコ工場の運営を正常
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化し、野菜とキノコ生産を増やす。
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６．国土管理事業（治山、治水、
環境保護）の発展
5カ年戦略遂行期間中、国土管理事業
を力強く展開する。
山林復旧戦闘を年次別計画通りに根
気よく推進し、国のすべての山を青い森の

合営、合作を主体的立場から実利的に

また、社会主義企業責任管理制を正し

発展させることに貢献し、経済開発区に有

く実施する。工場、企業所、協同団体は

利な投資環境と条件を保障し、その運営

社会主義企業責任管理制の要求通りに

を活性化させ、世界の観光発展の趨勢に

経営戦略をしっかりと立て、企業活動を主

即して、観光対象と地域を増やし、様々な

動的に、創発的に行い、生産を正常化し、

形態の観光を活発的に組織する。

拡大・発展させていく。国家的に企業体に

茂った黄金の山、宝の山に変えていく。す
べての道において人民軍の養苗場を手
本、標準とし、養苗場建設を促し、苗木生
産の工業化、集約化を実現し、軍と人民

く規律と秩序を厳しくたてる。

組織し、先進技術を取り入れ、国の経済を

付与した経営権を円滑に活用できるように

８．朝鮮式経済管理方法の全面的
確立

経済的条件と法律的環境を充分に保障
する。

おわりに

が皆立ち上がって、植樹と肥培管理を科

経済強国建設において転換的局面を

学技術的要求に即して、責任的に実施す

切り開いていくために、国家の経済組織者

る。

的機能を強化し、チュチェ思想を具現した

5カ年戦略は、短い期間で朝鮮を社会

朝鮮式経済管理方法を全面的に確立す

主義経済強国に建設する道を明らかにし

る。

た最も科学的で革命的な戦略で、千万軍

環境保護事業を改善し、国の資源を保
護増殖し、平壌市と道所在地、主要産業
地区と河川に環境監視網を設け、大気汚

まず、経済事業に対する国家の統一的

民を新たな闘争と偉勲へと鼓舞・推進する

染浄化施設を導入し、すべての港、埠頭

指導と戦略的管理を責任的に行っていく。

戦闘的旗じるしである。5カ年戦略には、政

と船に汚水、汚物処理施設を備え、大気

国の経済司令部である内閣は、要領主

治と軍事のみならず、経済も一日も早く世

と河川、海の汚染を防ぐ。

義、形式主義、敗北主義と断固決別し、

界的水準に発展させ、主体の社会主義

党と人民の経済事業を担う主人らしく、党

朝鮮を全世界が仰ぎ見る天下第一強国

７．対外経済関係の発展

の路線と政策に基づいて国家経済発展

に建設しようとする金正恩同志の確固たる

戦略と段階別計画を現実性があるように

決心と意志が込められている。

5カ年戦略遂行期間において、対外経

立て、その執行のための経済組織事業を

朝鮮人民は金正恩同志が提示した5カ

済関係を拡大発展させ、経済強国建設に

隙間なく組み、最後まで粘り強く推進する。

年戦略を徹底的に遂行することで、苦難と

実質的に貢献させる。

内閣は中心的課題に力量を集中し、経済

試練の丘を越え、上昇軌道に乗った国の

対外貿易において、信用第一主義原則

全般を活性化させていく方法で経済事業

経済発展を力強く推進し、近い未来経済

を守り、貿易を多様化、多角化し、貿易構

を作戦・指揮する。内閣責任制、内閣中

分野においても世界を圧倒し、
朝鮮を社会
主義強国へと輝かせていくであろう。

造を二次、三次加工品輸出と技術貿易、

心制の要求通りに国の全般的経済事業

サービス貿易の比重を高める方向へと改

を内閣に集中させ、すべての部門と単位

善させる。

が内閣の統一的な作戦と指揮に従って動

［朝鮮語原稿を ERINA にて翻訳］
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The Objectives and Core Tasks for the Five-Year Strategy for State Economic Development in the Democratic People’s Republic of Korea (Summary)

The Objectives and Core Tasks for the Five-Year
Strategy for State Economic Development in the
Democratic People’s Republic of Korea (Summary)
PAK Tu Song
Researcher, Institute of Economics, Academy of Social Sciences, DPRK

In the Democratic People’s Republic of Korea, the Strategy for
State Economic Development stipulated the objectives and basic
direction for state economic development to carry through the
Party’s economic line at the appropriate stages and the tasks and
methods for the realization thereof.
The respected Supreme Leader Comrade Kim Jong Un, in his
report on the review of the work of the Central Committee made
at the historic Seventh Congress of the Workers’ Party of Korea,
at the same time as clearly indicating the strategic line for the
building of an economically powerful socialist nation and the
tasks for the realization thereof, presented the Five-Year Strategy
for State Economic Development to be carried out in the period
2016–2020.
The objectives of the Five-Year Strategy are to build the
foundation to enable the sustained development of the national
economy, vitalizing the people’s economy all round, and
safeguarding the balance among the sectors of the economy. To
that end, while raising the Party’s new line of Byongjin [parallel
economic and nuclear development], and resolving energy
issues, it is necessary to set the sectors for the advancement of
the people’s economy and basic manufacturing industry on a
regular orbit, increase agricultural and light-manufacturing
production, and conclusively raise the living standards of the
people.
First, (1) the most important task is the resolution of electricity
generation problems. To that end, they will put together an

12

ERINA REPORT PLUS

integrated electricity-generation management system, renovating
and repairing the electricity distribution grid, and gradually
switching over to a flexible alternating current transmission
system (FACTS). Along with promoting the construction of
hydroelectric power plants, they will further the utilization of
natural energy, such as wind power, tidal power, biomass, and
solar energy. Next, (2) they will develop the coal and metals
industries and the railway transportation sector in
groundbreaking fashion. Then, (3) along with promoting
increased production in the machinery, chemicals, extraction
industry and construction materials sectors, they will also put
effort into construction. (4) Putting effort into agriculture and the
marine products industry and the development of light industry,
they will open the way to raising the living standards of the
people. Further, (5) they will powerfully develop land
management projects, starting with tree-planting. Still further,
(6) they will improve environmental protection projects. (7)
Broadly developing external economic relations, they will
contribute substantively to the building of an economically
powerful nation. Then, (8) along with continuing to establish
comprehensively the Korean-style economic management
methods embodied in the Juche Idea, they will correctly
implement the responsible management system of socialist
enterprises.
[Translated by ERINA]
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最近朝鮮の人民生活の向上において
成しとげられている主要な成果
朝鮮社会科学院人権問題研究所研究員
金忠誠

朝鮮において、人民生活の向上は党と

制裁項目に入れ、朝鮮に対する制裁の強

政府の最大の重大事、最高の闘争目標

度を高めている。しかし、朝鮮では自力自

になっている。

強の旗じるしを高く掲げ、人民生活の向

平城ゴム紐工場では今まで輸入してい

上のための軽工業の発展にずっと大きな

たポリエステルポリウレタン糸を国内で生

力を入れていて、最近多くの成果を成し

産されるポリエステルレーヨン糸を利用して

遂げている。

生産することによって、靴下生産の国産

敬愛する最高指導者金正恩同志は次
のように述べた。
「わが党は人民生活の問題を第一重

子供たちに豆乳を毎日正常に供給している
（『労働新聞』2015.11.14）
。

大事として掲げ、人民の物質文化生活を

朝鮮の党と政府が行っている軽工業戦

化比重を高めることができる確固たる展望

向上させるための闘争に大きな力を入れま

略は、原料、資材の国産化を基本とし、

を切り開いた。現在、平壌靴下工場では

した」（『 朝鮮労働党第7回大会で行っ

すべての軽工業工場を早い期間内で近

平城ゴム紐工場で生産される完全に国産

た中央委員会事業総括報告』23頁）。

代化させ、新製品の開発と質の向上に力

化されたポリエステルポリウレタン糸を使っ

を入れ、世界的水準の多様な軽工業製

て良質の靴下を生産している（『 労働新

品をさらに多く生産することである。

聞』2016.11.6）
。

現時期、朝鮮に対する米国と西側の政
治軍事的圧迫と経済封鎖は極限点に達
している。すべての手段と方法を総動員

朝鮮ではまず原料、資材とともに設備

朝鮮ではまた、日増しに高まる人民の需

し、朝鮮に「最大の圧迫」を加えることに

の国産化を中核的な問題ととらえ、自らの

要に即し、消費品の多種化、多様化を実

よって朝鮮を完全に窒息させて、社会主

力と技術で軽工業の工場を近代化させ、

現し、世界的な競争力を持つブランド商

義の最後の堡塁を崩してみようとすることが

生産を活性化させている。

品、ブランド製品をたくさん生産することに

トランプ行政府の目的である。

平壌穀産工場では国内で広く栽培され

大きな力を入れている。

しかし、史上最大の軍事的威嚇と前例

ているトウモロコシを工業的な方法で加工

金正淑平壌紡織工場では短い期間内

のない制裁と圧迫の中でも、朝鮮は金正

し、色々な糖分を抽出する現代的な生産

にカバン用の衣生産基地を立派に設け、

恩同志の賢明な領導の下で、経済建設

工程を自らの力と技術で確立した。工場

学生たちの心理的特性に合わせて色々

と核武力建設の並進路線を確固として握

ではトウモロコシ加工工程、水飴生産工

な色合いと模様のカバン生地を生産して

1

り締め、人民に富裕で文明的な生活条

程、玉糖 生産工程、菓子生産工程、飴

いて、元山革靴工場では格好良くて質の

件を用意するために積極的に闘争した結

玉生産工程をはじめとするすべての生産

良い革靴をたくさん生産し、人民の好評を

果、人民生活の向上において大きな成果

工程の自動化、ストリームライン化、無菌

受けている。金正恩同志は最近だけでも

を成し遂げている。

化、無塵化を高い水準で実現し、厳格な

元山革靴工場を3回も現地指導しながら、

品質検査体系まで確立したことによって、

工場を新世紀のニーズに合わせ、現代的

本稿では、最近朝鮮人民が軽工業と
農業、水産業を発展させ、人民生活の

労力を極力節約しながらも生産能率を飛

に改建・拡張するためにあらゆる措置を取

向上において成し遂げている主要成果に

躍的に高め、製品の衛生安全性を徹底

り、靴生産の多種化、多様化、多色化、

ついて要約して言及する。

的に保障できるようになった。同工場では

軽量化を実現することに関する課題を明

原料投入から製品包装まで至るすべて

示した。これにより、工場では技術者、技

の生産工程を自らの力と技術で設計・製

能工の力を発動させ、短い期間内に「梅

作することによって、国産化の比重を95%

峰山」商標の良質で多様な革靴を大量に

以上保障する成果を成し遂げた（『 労働

生産している。

1．軽工業部門
朝鮮に対する米国と西側の経済制裁と
封鎖は、人民生活の向上において重要

新聞』2016.6.16）
。

朝鮮の食料加工工業で先進企業とし

な一役を引き受けている軽工業の発展に

平壌子供食料品工場でも1年分に該

て有名な金カップ体育人総合食料工場で

最も大きい難関を作っている。米国と西側

当する原材料を充分に貯蔵することがで

は、高級菓子類と肉加工製品の種類を

は先端技術製品だけなく、
日常生活用品、

きる数千トン収容能力の大豆サイロを建設

増やし続けると共に、先進技術を取り入

そして食料品と子供たちのおもちゃまでも

し、生産を正常化することによって市内の

れ、製品包装の文化性を高めている。

1

トウモロコシでん粉から製造した異性化糖。
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現在この工場で生産している数百種の食

朝鮮では端川地区の鉱山、企業所の

穀物対穀物を主とする二毛作を行うのに

料製品は、その質が高くて衛生安全性が

生産を正常化し、人民生活の向上におい

とても適合した品種であるという。今後朝

徹底的に担保されていることで国内はもち

て効果を出すようにすることに特別な関心

鮮ではほとんどの農場でこのトウモロコシ

ろん国際市場でも大人気であるとのことで

を向けている。

の種子を大々的に植える方法で二毛作を

現在の端川地区の鉱山、企業所では

し、穀物収穫高を高めようとしている（『 労

これだけではなく、朝鮮で生産されてい

埋蔵量が豊富な鉛、亜鉛、マグネサイト

働新聞 』2016.9.13）
。朝鮮では一町歩

る「大同江ビール」と「平壌焼酎」、開城

をはじめとする鉱物の生産を正常化させ

当たり10トン以上の産出を成すことができ

高麗人参を原料にした化粧品と医薬品、

ると共に黒鉛、玉石など10種類余りに達

る新しい稲種子も育種するのに成功した。

「平壌味噌玉麹コチュジャン」のような消

する有用鉱物をさらに多く探索し、生産を

最近多くの農場でこの稲種子を植え、一

費品は朝鮮人民だけではなく外国人の中

拡大するための実質的な対策を取っている

町歩当たり平均10トン以上、最高17トンを

ある。

でも好評を受けている名商品、名製品で

（『労働新聞』2017. 2.5）。

3日）。

ある。
朝鮮では人民生活をバランス良く、速く
発展させるために地方工業発展にも大き
な力を入れ、多くの成果を成し遂げてい
る。

2．農業部門

朝鮮ではまた、先進営農方法と技術を
取り入れ、不利な自然気候の条件の中で

農業は人々の食べる問題、食糧問題と

も穀物生産量を毎年伸ばしている。毎年

直結しており、人民生活の向上において

日照りが持続している条件の中で、朝鮮

地方工業といえば、主に各地方にあり

重要な地位を占めている。金正日同志は

ではすべての農場で水節約型農法を取り

ふれている原料源泉を利用し、地方人民

すでにかなり以前に「米はすなわち社会

入れ、農作物の生育と産出に必要な水消

の需要を保障することを基本とする工業を

主義である」という名言を語った。この言

費量を最小限に減らしながらも、高くて安

いう。偉大なる首領金正日同志はかなり

葉の意味は、米がなければ社会主義を建

全な産出を行っている。朝鮮で指折り数え

以前、山に近いところでは山をうまく利用

設することも、守ることもできないということ

られる穀倉地帯として有名な黄海南道の

し、海に隣接している所では海をうまく利

である。

白川郡と平安北道の竜川郡の農場ではこ

用するようにと指摘した。この言葉はすべ

米 国 が 朝 鮮にわずか1キロの食 糧も

ての地方において自分の地方の実情と特

入って行けないように徹底的に遮断し、封

の水節約型農法を取り入れ、毎年数百ト
ン以上の穀物を増収している。

性に合うように経済を発展させ、人民生活

鎖している条件の下で、朝鮮が食糧を自

黄海北道の沙里院市嵋谷協同農場

を向上させなければならないという意味で

給自足しようとするのであれば、農業生産

では、伝統的な5月の田植えから大きい

ある。こんにち朝鮮では、地方工業を大々

を決定的かつ画期的に伸ばさなければな

苗による6月の田植えに大胆に転換するこ

的に発展させることが、人民生活を向上

らない。

とによって、毎年、数百立方メートルの水

したがって、朝鮮では農業部門を経済

と一町歩当たり数百キログラムの窒素肥

強国の建設と人民生活の向上のための

料、数十トンの稲種子だけではなく多くの

平安南道と咸鏡北道の地方産業工場

主攻戦線、社会主義守護戦の前哨線に

営農物資を節約しながらも、一町歩当た

では自らの原料基地をしっかりと築きあげ、

立たせ、ここに力を集中している。最近、

り10トン以上の産出がある（『 労働新聞 』

すべての原料源泉と予備を最大限に動

朝鮮の農業部門では、科学農作業の熱

2015.8.19）。

員利用し、生産を正常化すると共に設備

風が起き、一町歩2当たり10トンの生産量

朝鮮では、耕地面積が制限されている

と生産工程の国産化、近代化を実現し、

を出すための多収穫運動が広範囲に広

条件に合わせて、すべての農場で二毛作

消費品生産を引き続き拡大している。こち

がり、穀物生産と畜産業、果樹業の発展

の面積を次第に増やすと同時に、大きい

らの地方産業工場で生産された大衆消

で大きな成果が出されている。

苗による疎植栽培、トウモロコシ二列集約

させるうえで重要な政策的問題となってい
る。

費品はその質において中央の軽工業工

まず地域別土壌特性と自然気候の条

栽培による二重栽培方法をはじめとする

場製品に劣らず、住民たちの好評を受け

件に合った新しい優良品種をさらに多く

先進的な営農方法を積極的に取り入れ、

ている。

育種し、導入するための事業で大きな前

収穫を増やすようにしている（『労働新聞』

朝鮮ではすべての地方で、自ら生産し

進を遂げている。2016年に朝鮮では密

2016.6.17）。そして、有機農法を奨励し、

た豆乳を管内の託児所、幼稚園と小学

集型多収穫品種トウモロコシの種子である

環状循環生産体系を確立することによっ

校に毎日正常に供給しており、自分の地

「 平玉 -9」号を新しく育種し、生産に導

方を代表する特産品生産を基本としなが

入することに成功した。この新しい品種の

ら、商品展示会と経験の交換を通じて大

トウモロコシは背が低くて風雨によく耐える

的な農機械を積極的に導入することによっ

衆消費品の種類を伸ばし、その質を引き

だけではなく、収穫高が高く、他のトウモロ

て穀物生産量を伸ばしている。金星トラク

続き改善している。

コシ品種に比べ生育期日が短いために、

ター工場では新しく開発した80馬力トラク

2

14

産出したという
（『 労働新聞 』2016年11月

約1ヘクタール（正確には0.9917ヘクタール）
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朝鮮ではまた、農業に現代的で能率
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ターを系列生産する段階に入った。この

栽培工業化の標準単位にし、全国の至

の「黄金の海－2」号は速度が速く、電気

新型のトラクターは、田畑で耕作を25～

る所にキノコ生産基地を大々的に設け、

電動による操舵とトロール巻揚装置が導入

35㎝程度で行いながら一回の通過で3～

生産を活性化することによって、それらが

され、漁労作業の近代化が非常に高い

5種類の農作業を同時に進める連結農機

実質的に人民生活の中で効果を出すよう

水準で実現された万能漁船として漁業に

械をしっかりと牽引することができ、燃料消

にしている。朝鮮では工場、企業所、協

おいて大きな役割を担っているという
（『 労

費が少なく、生産原価も他の型のトラクター

同農場ではもちろん家庭でまでキノコを育

働新聞 』2016.5.26）。新浦漁船設計研

に比べて低く、農場の需要が非常に高い

てるようにしている。

究所でも、従来の漁船に比べ航海速度と

（『 労働新聞 』2016.5.27）。各地の農機

朝鮮では将泉野菜専門協同農場のよう

引網速度は1.2倍、漁獲の生産性は1.5倍

械工場でも田植機と土壌管理機、播種お

な野菜専門農場での野菜生産量を伸ば

も高くて新しい80馬力小型万能漁船の設

よび肥培管理機、収穫および脱穀機、畜

すと共に、各地で温室野菜生産を積極的

計を完成し、生産に導入した（『 労働新

産飼料加工機、小型揚水機などの色々

に奨励し、人民に時期別に色々な野菜を

聞』2015.12.1.）
。

な用途の農機械を生産して農場に送るこ

生産供給している。

朝鮮では漁船を多機能化することに加

とによって機械利用率を上げている。特

このように朝鮮では農業部門に対する

え、現代的で能力が非常に高い総合的

に農業省の農機械研究所で新たに研究

国家的な投資と支援を強化し、農民の愛

な漁具生産基地を新しく建設し、漁業と

開発した軽量化されたトウモロコシ播種機

国的熱意を積極的に呼び起こし、不利な

沿岸養殖に切実に必要な質の良い網と

と、南浦市江西郡の工場で開発した背

自然気候の条件と営農物資の不足の中

縄、いかだを大量に生産し、水産事業所
に送っている。

負式微粒子噴霧器は、簡便で利用価値

でも毎年穀物生産を伸ばしていて、人民

が高く、農民から好評を受けている（『 労

に多くの肉と卵、果物と野菜、キノコを正

働新聞』2016.5.14）。

常に供給している。

農業をしっかりと営み、人民生活の向上
に積極的に貢献している。
畜産部門では家畜種子と飼料問題を

せることに合わせ、科学水産の熱風を起
こし、魚生産量を急激に高めている。金

農業部門では穀物生産量を伸ばすこと
と共に畜産業と果樹業を発展させ、野菜

水産部門では漁船と漁具を近代化さ

3．水産部門

策水産事業所をはじめとする多くの水産
単位で先端科学技術に基づき、気象予

最近朝鮮の人民生活の向上で特に注

報、衛星情報による漁場探索、海上指揮

目すべき成果は、水産部門で漁獲量が

体系、魚加工体系と設備および電力監視

解決し、飼育管理を科学的に行い、獣医

急激に増え、人民の食生活が多様化そし

体系、船修理体系などが一つに結合され

防疫対策を徹底的に立て、畜産物生産

て豊かになっていることである。

た現代的な統合的生産体系を構築した。

を持続的に伸ばしている。これと共に草

三面が海で囲まれている朝鮮におい

結果、漁船が遠海に出て行っても、科学

食家畜の飼育を群衆的運動として繰り広

て、水産業は長い発展歴史と伝統を持っ

的な漁労戦を繰り広げるのに必要な色々

げ、農場で共同畜産と個人畜産を共に発

ている。しかし、1990年代の中盤期から

な資料をリアルタイムで受け取り、それに

展させることに力を入れている。

外部の経済封鎖による燃料不足と水産部

基づいて積極的な機動戦、埋伏戦、追

最近朝鮮の江原道洗浦地区では、全

門に残っている在来式漁獲法、古く、立

撃戦を繰り広げ、例年にない大漁を実現

国家的な関心と支援の中で、雑草だけが

ち後れている設備と漁具により、漁獲量は

している。科学水産と集団的競争の熱

生い茂った大平原に、たった数年間で数

毎年良くなかった。したがって、金正恩同

風の中で、平安南道の漢川水産事業所

万町歩の芝生を持つ大規模の畜産基地

志は水産部門を決定的に振興させ、人

をはじめとする色々な水産事業所が漁業

が立派に建設されることによって、人民によ

民生活の向上に積極的に貢献できるよう

の実績において最高生産年度の水準を

り多くの肉と乳製品、卵を供給できる確固

にする決心の下で、水産部門に対する集

突破する成果を上げている（『労働新聞』

たる土台が築かれた。世界的水準の果

中的な現地指導を行った。金正恩同志の

2016.5.8）。

物生産基地へと立派に育った大同江果

関心と指導の下で、朝鮮の水産部門で

樹総合農場と高山果樹総合農場では果

は何年か前から「黄金の海」の歴史が始

樹の集約化、科学化を確固として実現し、

まり、毎年大漁を成し遂げている。

養魚と養殖においても多くの成果を成し
ている。
水産部門では労力節約型、水節約型

毎年一町歩当たり50トン以上の果物を生

水産部門ではまず現代的で能率の高

養魚方法を積極的に取り入れ、海面養

産することによって、人民に新鮮な果物を

い漁船をさらに多く建造し、漁具を近代化

殖、網生簀養魚を広く展開し、沿岸養殖

年中途切れることなく供給している（『労働

させることにまず力を入れ、成果を成し遂

面積を増やし、養殖方法を改善し、生産

新聞』2016.10.21）。

げている。

量を伸ばしている。朝鮮で養魚部門の手

朝鮮を近い将来に、キノコ生産量にお

最近造船所だけではなく水産事業所で

いて世界的な上位を占めるキノコの国に

は「紅葉」号と「黄金の海」系列の万能

工場では固定および移動式自動給餌機、

することは、朝鮮労働党の確固たる決心

漁船を自ら生産し、漁業に積極的に利用

ナマズ収穫機などの現代的な設備と総

である。したがって、朝鮮では生産能力

している。 特に咸鏡南道の新浦遠洋水

合飼料加工工場、発酵飼料加工工場な

が高くて現代的な平壌キノコ工場をキノコ

産連合企業所で新たに建造した380馬力

ど飼料および飼料添加剤生産工程を自ら

本、標準となる工場となった平壌ナマズ
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の労力と技術で立ち上げ、生産量を2倍

16

働新聞』2015.12.16）。

とによって、米国と西側の経済制裁と封

養殖部門でも展望をもって水産資源保

鎖の中でも人民に安定して幸せな生活を

2015.12.22）
。黄海南道の三泉ナマズ工

護増殖を行うと同時に、養殖場面積を伸

保障している。これは党と国家が人民生

場でも、膨大な近代化工事を自らの技術

ばし、先進的な養殖方法を積極的に取り

活に全面的な責任を持ち、助け、人民の

で短い期間に完工し、年間3000トン余の

入れ、昆布、ワカメ、ウニ、ナマコ、貝な

利益と便宜を最優先、絶対視する朝鮮の

ナマズを正常に生産している（『 労働新

ど多くの水産物を収穫している。

社会主義だけで成すことができる当然な

も高める成果をなしとげた（『 労働新聞 』

結実である。

聞 』2017.2.21）
。最近朝鮮の養魚部門

黄海南道龍淵郡の九味浦沿岸養殖

では実践を通じて、その優越性が確証さ

事業所をはじめとする多くの養殖単位で

朝 鮮では今 後も人 民 生 活の向 上を

れた移動式網生簀養魚を広く奨励してい

は収 穫 高が高い優良品 種の昆 布を養

千万種類の国事中でも最大の国事として

る。そして平壌の真中を流れている大同

殖して一町歩当たり平均百数十トンの収

掲げ、自強力をより一層強化し、軽工業と

江と普通江はもちろん清川江、将子江をは

穫があり、おいしくて健康に有益な昆布

農業、水産業を画期的に発展させること

じめとする国のすべての川に移動式網生

を全国各地に送っている（『 労働新聞 』

によって、人民生活の向上でより大きな前
進を成し遂げるであろう。

簀養魚場が次々と展開され、新しい風景

2015.4.17）
。このように最近朝鮮では人

となっており、これらで生産した淡水魚が

民生活と直接関連した軽工業、農業、水

人民生活を実質的に豊かにしている
（『労

産業部門で飛躍的な成果を成し遂げるこ
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The Key Results Accomplished Recently in the DPRK
in the Raising of the People’s Living Standard
(Summary)
KIM Chung Song
Researcher, Human Rights Institute, Academy of Social Sciences, DPRK

In the DPRK, the raising of the people’s living standard has
become the greatest concern of the Party and Government, and
the highest battle objective.
The respected Supreme Leader Comrade Kim Jong Un made
the following statement:
“The Party has raised the issue of the people’s living standard
as the greatest concern, and has put great effort into the battle to
raise the living standard of the people’s material culture.”
(“Report on the Review of the Work of the Central Committee at
the Seventh Congress of the Workers' Party of Korea”)
The economic sanctions and blockade by the United States
and the West against the DPRK have created the greatest of
difficulties for the development of key light industries in the
raising of the people’s living standard. The light industry
strategy, which the Party and Government of the DPRK
previously adopted, took as its basis the moving to national
production of raw materials and resources, and the modernizing
in the short term of all light industrial plants, the putting of effort
into the development of new manufactured goods and the raising
of quality, and further greatly producing diverse world-class light
industrial manufactured goods.

Agriculture is directly connected to the people’s food issues,
and occupies an important position in raising the people’s living
standard. In the DPRK, we are concentrating effort, taking the
agricultural sector as a key front for the building of an
economically powerful nation and the raising of the people’s
living standard. Recently in the DPRK agricultural sector, a
searing blast has arisen for scientific farming, and we have bred
many more good new varieties suited to the properties of the soil
by region and natural climatic conditions, and have achieved
great advances in work to introduce them. In the DPRK, we have
adopted advanced farming methods and technology, and even
with unfavorable natural climatic conditions, have increased the
volume of grain production annually.
Production has grown in the marine products sector also. In
the marine products sector, we have firstly put effort into
constructing many more modern highly-efficient fishing vessels,
and into modernizing fishing gear, and achieved results. In fish
farming and aquaculture also there have been many
achievements.
[Translated by ERINA]
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対外経済関係の多角化が積極的に推進されている朝鮮
朝鮮社会科学院経済研究所研究員
田玉実

こんにち朝鮮人民は、敬愛する最高指

はある国が他の国と締結する経済技術的

それゆえ、対外経済関係を多角的に発

導者金正恩同志が新年の辞で提示した

交流と協力関係であり、ここには貿易、合

展させてこそ、対外経済活動を主動的で

戦闘的課題を高く掲げ、自力自強の威力

営（合弁）
、合作、金融、保険、対外建

積極的に幅広く展開することにより、対外

で国家経済発展5カ年戦略（以下、5カ年

設などのさまざまな部門が含まれる。貿易

経済関係を拡大し、経済の速い発展を成

戦略とする）の高地を占領するための全

や合営合作、金融などの対外経済的交

し遂げることができる。

民総突撃戦を力強く繰り広げている。

流と協力関係を一部制限された部門だけ

対外経済関係を多角的に発展させるこ

5カ年戦略遂行の確固たる展望を開き、

に許容したり、周辺の国やいくつかの国だ

とこそが、対外経済取引において自主的

国の経済全般をより高い段階に引き上げ、

けを偏重したりすると、国の対外経済関係

立場を堅持しながら、対外経済活動を活

社会主義強国建設を前倒しして完成させ

を円満に拡大することができなく、経済の

発的に繰り広げていくための保証となる。

るための闘争において、朝鮮は国内資源

速い発展も成し遂げることができなくなる。

対外経済関係を多角的に発展させること

と自らの技術、自らの力で強力な経済的

その理由としてはまず、対外経済活動

は経済建設の一般的要求であるが、社

土台を築くことを基本として、対外経済関

の担当者を一部特定の部門や単位に限

会主義強国建設のための闘争が新たな

係を多角的に発展させている。

定すると、国内に潜在している輸出源泉

高い段階に入っているこんにち、朝鮮にお

をあますところなく動員利用し、輸出品生

いて切迫した問題となっている。

金正恩同志は次のように述べた。
「対外経済関係を多角的に発展させ、

産を伸ばし、より多くの外貨を獲得する事

元山－金剛山国際観光地帯をはじめとす

業と、自分の単位の実情に即して外国投

る経済開発区開発事業を積極的に推進

資家を探し出し、投資誘致を積極化した

していかなければなりません」。

り、対外投資を積極的に繰り広げたりする

１．対外経済関係多角化の意味

２．対外経済関係多角化の時代的
重要性

こと等の対外経済関係を拡大するための

現時期朝鮮で対外経済関係を多角化

事業に一定の支障を与えうるからである。

することはまず、米国とその追従勢力の反

その理由はまた、万が一経済技術的

共和国孤立圧殺策動を壊すための必須

対外経済関係を多角化するということ

交流と協力をいくつかの国に局限して行う

は、経済のさまざまな部門および単位が世

と、その国の対外経済取引と経済発展が

世界のさまざまな国の人民と同じく、朝

界のさまざまな国と対外経済関係を幅広く

対象国の政治経済情勢と経済構造など

鮮人民も世界の中で生活していて、経済

行うということを意味する。すなわち、対外

の影響を直接に受けるかもしれないからで

と科学技術分野において世界に向かって

経済取引の担当者をさまざまな部門および

ある。対象国の経済が活性化すると対外

進まなければならない。世界の舞台に積

単位に定め、さまざまな国を対象に対外

取引が増加するが、経済沈滞や恐慌が

極的に進出し、外国と平等及び互恵の原

経済取引を行うことである。

起こる場合、該当国の輸出入貿易と金融

則で有無相通1しながら、自分にない或い

特定の部門と単位だけではなく、さまざ

取引などに打撃を与える。それだけではな

は足りないものを解決し、外国の先進的な

的要求として提起されている。

まな部門および単位が国際市場に進出

く、主要な経済取引対象国による経済技

技術と経験を広く取り入れてこそ、21世紀

し、対外経済活動を繰り広げ、1、2カ国

術的隷属を強いられることにより、わが人

の要求に即して国の経済を速く発展させ、

だけではなく、世界のさまざまな国を対象

民の要求と利益に即して対外経済活動を

人民生活を高めていくことができる。これ

に対外経済関係を結び、発展させていく

主動的に繰り広げられないこと等の厳重

から朝鮮労働党と政府は社会主義強国

ことが、対外経済関係の多角化の基本

な結果まで招来してしまう。対外経済取引

を建設することにおいて、国内の資源と技

的内容である。

を一部制限された国々に限定すると、最

術をあますところなく動員利用し、自らの力

対外経済関係を多角化するということ

先端技術をはじめとする世界先進技術を

で強力な国家経済力をつけることを基本と

は国の対外経済取引を拡大し、経済の

取り入れ、発展する世界的趨勢に即して

し、外国との交流と協力を強化することに

速い発展を成し遂げることにおいて立ち向

経済を短期間内で現代化させるということ

大きな力を入れている。

かう一般的要求である。対外経済関係

に多くの支障を与える。

1

しかし、こんにち米国とその追従勢力は

有無相通とは、自国にあまるほどあるものを、自国にないものと相互に交換するという意味であり、
もっぱら輸出品生産のための産業は持たないという、社会主義世界市場
が存在した頃の北朝鮮の貿易の原則である。
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朝鮮の対外経済的連携を遮断し、共和

しかし、経済強国建設が推進されるにつ

国家の統一的指導を保障するため、現在

国を窒息させることによって、社会主義制

れ機械設備と資材、部品に対する需要が

輸出品を生産している或いは輸出品生産

度を崩そうと血眼になっている。彼らはあり

より一層高くなるだけではなく、外国に販

展望がある企業体だけに貿易権を付与し

もしない様々な不当な口実をもって、国連

売しなければならない商品や技術、サービ

ていて、合営、合作企業を組織する場合

まで唆し、共和国に対する経済制裁の強

スの量も多くなっている。一企業体だけで

は中央投資指導機関の対外経済省の承

度を絶え間なく強めている。

も、数十、数百種類の製品を大量に、世

認を得るようにしている。そして、企業体

米国とその追従勢力たちの反共和国

界のさまざまな国に売り、必要なものを買っ

が現実的可能性と具体的実情に即して、

孤立圧殺策動が日増しに強化されている

て来なければならない朝鮮において、人

自身で輸出入計画を立てるようにさせる一

こんにち、それを壊し、社会主義強国建

民経済すべての部門の企業体が生産し

方、国家的な意義を持つ戦略物資等の

設を力強く推進するための方法の一つは、

た輸出品を専門の貿易単位が一社で全

輸出入指標は国家計画委員会が現物指

対外経済関係を多角的に発展させるとこ

部売り、必要なすべての物資を全部買っ

標別で計画化している。こうして、すべて

ろにある。

て来ることは難しい。したがって、企業体

の対外経済活動が経済強国建設に効率
的に服務するようにしている。

最近、朝鮮の政治軍事的威力が日増

が生産を正常化し、計画的に発展させる

しに高まり、経済強国建設において大き

ことに必要なさまざまな物資を適時に保障

な成果を出している中、我々と経済関係

し、先進科学技術をより効果的に取り入

を結ぼうとする国々が日増しに増えている。

れられるように責任性と役割を高めるため

これは米国とその追従勢力の反共和国

には、対外取引を専門の貿易単位だけに

朝鮮では対外経済関係を多角化する

経済制裁策動に突破口を開け、対外経

限定せず、企業体にも貿易取引を能動的

ため、次に世界の多くの国との経済取引

済関係をより一層拡大発展させていく有利

にできるようにさせることが望ましい。

を拡大させている。

な条件となっている。このような条件にお

社会主義強国建設の切実な要求から

４．対外経済関係多角化の対象

まず、北東アジアの国々との経済的連

いて、東南アジア地域をはじめとする発展

出発し、現時期朝鮮では対外経済関係

携を拡大することに先次的な力を入れて

途上国、わが共和国の自主権を尊重し、

を多角的に発展させることに大きな力を入

いる。北東アジアは世界的に経済発展が

われわれに友好的に接する国々と経済関

れている。

最も速い地域の一つであり、豊富な市場

係を多角的に発展させ、帝国主義者たち

朝鮮では対外経済関係を多角化する

と経済発展の潜在力を有している。特に、

の経済封鎖策動が力を発揮できないよう

ため、何よりも対外経済取引に企業体の

中国とロシア、モンゴル等の北東アジア

に経済強国建設に有利な国際的環境を

権能と役割を高めている。最近朝鮮では、

の国々は朝鮮と地理的に近いところに位

作らなければならない。

工場、企業所をはじめとする企業体に外

置しており、長期間にわたり親善協力関

国の企業と直接に貿易取引を行い、合

係を発展させてきた歴史的伝統と経験を

国際市場に大胆に進出し、対外市場を
開拓し、われわれと親善協力関係を結ぼ

営、合作企業を創設できる権限を与えた。

持っている。これらの有利性に基づいて、

うとするさまざまな地域、国と経済技術的

新たな措置が取られる前まで、朝鮮で

朝鮮は北東アジア地域の国々との経済協

交流と協力を拡大するならば、社会主義

は輸出品生産と外国が投資した設備運

力関係を拡大発展させるため積極的な努

強国建設において、充分に有利な対外

営は主に企業体が行っていて、商品輸出

力を注いでいる。

経済的環境を作り、米国とその追従勢力

入や投資融資事業は対外経済活動を専

の反共和国制裁策動を水泡に帰すことが

門とする部門と単位が担当していた。

できる。

３．社会主義企業体の役割拡大と
対外経済関係多角化
現時期朝鮮で対外経済関係を多角化
するということは次に、社会主義強国建設

1949年3月19日に朝鮮とソ連の間に経
済的及び文化的協力に関する初協定が

このたび、企業体に過去より多くの対外

締結された時から60余年間、朝ロ両国は

経済活動権限が付与されることで、工場、

経済と文化などさまざまな分野において、

企業所が国際市場に直接に進出し、市

協力と交流を途絶えずに発展させ、親善

場需要を把握し、それに即して生産と輸

の紐帯を厚くしてきた。朝ロ両国の間の協

出を能動的に組織進行し、自身の実情に

力と交流は両国での発展と安定、北東ア

即して投資活動を活発に繰り広げていくこ

ジア地域での平和と安定を保障すること

とができるようになった。

に有利である。最近、朝鮮とロシアの協

が深化し、経済規模が大きくなることに即

企業体に貿易権、合営、合作権を与

力関係によって、2013年に羅津－ハサン

して、社会主義企業体の責任性と役割を

えるということは、決して対外経済活動に

の間の鉄道が改築され、2014年には羅

より一層高めることがより現実的な要求とし

対する国家の統一的指導をしないことを

津港3号埠頭が竣工し、梓洞駅－江東駅

て提起されることと関連する。

意味しない。社会主義経済は計画経済

－南浦駅区間の鉄道改築着工式が行わ

こんにち朝鮮の経済は自立経済として

であり、国家の統一的指導と各単位の創

れた。ロシアの企業家たちに外国人として

すでにしっかりとした物質技術的土台を有

発性を正しく結合させることはわが国が堅

初めて長期数次査証が発行され、朝ロの

し、多方面的に発展しながら、国内的範

持している経済管理の重要な原則の一つ

経済取引に関して、ルーブルでの決済が

囲で拡大再生産が円滑に成り立っている。

である。朝鮮では対外経済活動に対する

始まった。

ERINA REPORT PLUS

19

対外経済関係の多角化が積極的に推進されている朝鮮

朝ロ両国は2015年を朝ロ親善の年と定

が創設され、実業代表団が訪ねてきて、

この過程で、朝鮮とヨルダン・ハシミテ

経済技術的協力を強化させることを要求

にわたって、高位級往来をはじめとするさ

王国の間の航空路に関する協定、朝鮮

している。朝鮮では、平等と互恵の原則

まざまなレベルの代表団交流と政治文化

とコンゴの間の保健部門協力に関する了

の下で、これらの国々との経済関係を発

行事を活発的に繰り広げることで、親善

解文、朝鮮とシリアの間の保健及び伝統

展させていくことに優先的な注意を払って

協力関係を新たな高い段階へと発展させ

医薬分野における協力に関する協定など

いる。朝鮮は2016年9月にベラルーシに

ていくことができる条件と環境を作った。そ

様々な協力文書が締結された。

大使館を開設し、長い伝統を持っている

れだけではなく、2016年5月には朝ロ両国

朝鮮はシリア、ベトナム、ラオスなどの

が水産業分野での協力に関する朝ロ共

国々と経済、貿易及び科学技術分野で

同委員会第29回会議の議定書を調印し、

の協力のための共同委員会を創設し、こ

この分野での協力をより一層拡大させてい

の機構を正常に運営しながら、これを通じ

くことにした。2016年9月に朝鮮の特命全

て経済技術的連携をより一層強化させて

両国の間の親善協力関係を拡大発展さ
せている。

５．対外経済関係多角化の手段

権大使がロシア連邦タタールスタン大統領

いる。特に、2016年にインド、ラオスなど

朝鮮では、対外経済関係を多角化させ

を儀礼訪問したことをはじめとし、朝ロ両

の国々との双務的な経済交流と協力に関

るために、次に商品展覧会、投資説明会、

国の間の交流と協力を強化し、伝統的な

する数回の会議を通じて、これらの国々と

国際科学技術図書展覧会等の様々な空

朝ロ親善関係をより一層発展させている。

の経済的交流と協力をより一層拡大させ

間を積極的に利用している。

モンゴルとの経済的連携を強化するた
めの対策も取られている。2014年4月に朝

ている。
2016年8月には朝鮮とシリアの間の外

商品展覧会や投資説明会、国際科学
技術図書展覧会などは商品と投資環境、

鮮－モンゴル親善共同会議が設立され、

交関係設定50周年に際する連帯集会が

科学技術成果の図書に対する対外宣伝

7月にモンゴル大統領特使が朝鮮を訪問

朝鮮で開かれ、政治、経済、文化及びさ

を強化し、世界各国との対外経済関係を

し、両国の間の経済貿易協力を発展させ

まざまな分野において協力を発展させてき

拡大することに貢献する。

ることに関する問題を討議し、9月には朝

た両国の間の親善関係をより一層厚くし

鮮科学技術委員会とモンゴル教育科学

た。

省の間に科学技術協力に関する了解文

朝鮮ではキューバとの経済交流を活性

朝鮮では毎年、平壌と羅津・先鋒経済
貿易地帯で国際商品展覧会が定期的に
開かれている。平壌では春季と秋季に二

が調印された。それに基づいて、両国間

化させている。2016年1月に朝鮮とキュー

度にかけて、国際商品展覧会が行われ

の経済技術的連携と協力が多方面的に

バの間で経済及び科学技術協力発展の

ているが、2016年には5月に第19回平壌

拡大されている。また、2016年8月には、

ための会議議定書が締結され、2016年

春季国際商品展覧会が開かれた。ニュー

モンゴルとの経済的協力のために、朝鮮

に商品交流に関する議定書が調印された

ジーランド、
ドイツ、ロシア、ルーマニア、マ

建築家同盟代表団がモンゴルを訪問する

ことをはじめとし、キューバとの経済交流を

レーシア、モンゴル、シンガポール、中国、

など様々な交流が活性化されている。

より一層活性化させている。

カンボジア、タイ、オーストラリア、イラン、イ

また、発展途上国との対外経済関係を
発展させるために努力している。

これ以外にも、2016年8月に朝鮮労働

タリア、インドネシア、ベトナム、キューバ、

党代表団がアンゴラ共和国、コンゴ民主

中国台北などの220社余りの会社が展覧

アジア、アフリカ、ラテンアメリカの発展

主義共和国、ナミビア共和国、南アフリカ

会に参加し、電子、機械、金属、建材、

途上国は豊富な資源を持ち、新社会の

共和国をはじめとするアフリカのさまざまな

運輸、食糧、日用工業をはじめとする様々

建設過程で築かれた工業の土台も有して

国を訪問することで、これらの国々との協

な部門から先進的な科学技術を導入して

いる。これらの国々は今、自身の民族工

力を発展させるために努力している。

生産した製品が出品された。

業を創設するために闘争していて、一部

また、欧州連合の国々をはじめとする資

世界各国の数百社が参加する平壌国

の経済技術分野においてはすでに資本

本主義の国々との経済的連携を強化させ

際商品展覧会はその規模が徐々に拡大

主義の国々に追いついている。

ている。

されていて、これは貿易と科学技術の分
野において、朝鮮と外国、地域の間の協

朝鮮は経済発展の潜在力が大きい発

資本主義の国々との対外経済関係を

展途上国との経済技術的協力に大きな意

発展させるために、共和国の自主権を尊

力と交流を発展させることに必要な条件を

義を付与し、それを拡大するために努力し

重し、友好的な態度を取り、国々との経

用意することとなっている。また、2016年8

ている。最近だけみても、共和国政府代

済関係を拡大させている。

月には羅津国際商品展示会が羅津市で

表団または政府経済代表団が2014年に
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めの問題を討議した。

め、政治、経済、文化などすべての分野

朝鮮で実施されている独創的な先軍政

行われた。今回の展示会にはロシア、
ドイ

おいては4月と5月、6月と8月、10月と11月、

治と積極的な対外活動により、国の経済

ツ、イギリス、イタリア、中国をはじめとする

2015年においては6月と8月、2016年にお

的威力と対外的権威が高まるにつれ、新

さまざまな国と地域の100個余りの単位に

いては1～3月、5～7月など数回にわたり、

世紀に入って、わが国と国交を結ぶ国が

より出品された機械設備と自然エネルギー

アジア、アフリカ、アラブの国々を訪問し、

増え、朝鮮－ヨーロッパ企業協会、フラン

利用製品、電気電子製品、軽工業製品、

経済貿易関係をより一層強化させていくた

ス協力及び文化事務所などの協力機構

食料品、医薬品、建材及び化学製品と
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輪転機材などが展示された。
投資説明会も効果的に利用されてい
る。2015年5月に2015年元山－金剛山国

国際科学技術図書展覧会を通じた科
学技術交流と協力を発展させている。
2016年9月に朝 鮮で行われた第10回

加し、展覧会を通じて国々との科学技術
交流と協力を強化することに積極的に貢
献している。
以上のように、最近朝鮮では対外経済

際観光地帯の投資説明会が開かれた。

平壌国際科学技術図書展覧会には中国

この説明会を通じて、世界各国の投資家

国際友好連絡会代表団、在米同胞図書

関係の多角化が積極的に推進されてお

たちに豊富な観光資源を持っている元山

寄贈代表団、イギリス学者代表団、ロシ

り、これに伴い、社会主義強国建設がよ

－金剛山国際観光地帯開発の展望と有

ア科学院極東支部代表団をはじめとする

り一層速い速度で推進されている。

利性を紹介宣伝した。

世界各国と地域の団体と国際機構が参

［朝鮮語原稿を ERINA にて翻訳］
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The DPRK, Where the Diversification of External Economic Relations Is Being Actively Furthered (Summary)

The DPRK, Where the Diversification of External
Economic Relations Is Being Actively Furthered
(Summary)
JON Ok Sil
Researcher, Institute of Economics, Academy of Social Sciences, DPRK

The DPRK promoted the pursuance of the Five-Year Strategy
for State Economic Development, raised the all-round national
economy to a higher stage, and in the battle to advance the
building of a powerful socialist nation, the DPRK has been
taking as its basis the building of a powerful economic
foundation by domestic resources, its own technology and its
own efforts, and has been developing external economic
relations in multifaceted fashion.
Comrade Kim Jong Un made the following statement:
“We must develop external economic relations in multifaceted
fashion, and actively promote the development work for
Economic Development Zones, beginning with the Wonsan-Mt.
Kumgang International Tourist Zone.”
Diversifying external economic relations means various
economic sectors and entities broadly undertaking external
economic relations with a variety of countries around the world.
Its basic content is that all, not just certain, sectors, institutions
and businesses carrying out production expand into the
international market, and get involved in external economic
activities, as well as continuing to broaden the targets of external
economic relations worldwide.
Opposing the anti-DPRK isolation and stifling schemes,
beginning with the United States and its lackey forces, one
method to forcefully further the building of a powerful socialist
nation lies in developing external economic relations in
multifaceted fashion.
In the DPRK at the current time, in order to diversify external
economic relations, above all we are raising the authority and
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role of business entities in external economic transactions.
Recently in the DPRK, we have granted the authority to business
entities, beginning with factories and businesses, to undertake
trade transactions with overseas firms directly and enable the
establishment of jointly-managed and collaborative enterprises.
In the DPRK, in order to safeguard the unified leadership of the
state in external economic activities, we are granting trading
rights only to business entities which produce current goods for
export or with prospects for producing them, and in the case of
forming jointly-managed and collaborative enterprises they are
obtaining the approval of the central investment guidance
institutions of the Ministry of Foreign Trade. Then, in line with
the actual potential and specific circumstances, business entities
on the one hand are setting up import and export plans by
themselves, and as for the indices for imports and exports of
strategic goods, etc., which are of national significance, the State
Planning Commission are forming plans by individual spot
indicator.
As targets for strengthening external economic relations,
firstly we are putting preliminary effort into expanding economic
partnerships with Northeast Asian countries such as Russia and
Mongolia. In addition, we are making effort for the sake of
developing external economic relations with developing nations
in Asia, Africa, and South America. Moreover, we are
strengthening economic partnerships with capitalist countries,
including the nations of the European Union.
[Translated by ERINA]
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対外貿易において信用を守り、国の貿易構造を
改善することはわが共和国の一貫した立場
朝鮮社会科学院経済研究所研究員
金英

はじめに

あり、外国に信用を守るよう要求することも

であり、経済の部門構造が調和的に揃え

重要であるが、自分の国の信用をしっかり

られて、自身の技術としっかりとした原料、

国の経済を発展させ、人民生活を向上

と保障することが何より重要である。対外

燃料、動力基地に依拠して発展する経済

させ、外国との経済協力関係を拡大発展

貿易における信用の重要性から、わが共

である。国々の間の経済的連携がより一

させていくことにおいて、わが共和国は対

和国は変化した今日の国際経済的環境

層深化されている今日の世界で、強力な

外貿易で信用を守り、貿易構造を改善す

の中で世界に向かって国の対外貿易をよ

自立的民族経済は国と民族の富強発展

ることに深い関心を向けている。

り一層拡大発展させる現実発展の要求

は勿論、対外貿易での信用も保障できる

に即し、信用第一主義の原則を一貫して

しっかりとした保証となる。

敬愛する最高指導者金正恩同志は次
のように述べた。

堅持している。

「 対外貿易において、信用を守り、一
辺倒をなくし、加工輸出品と技術貿易、
奉仕貿易の比重を高める方向で貿易構
造を改善しなければなりません」。

１．対外貿易における信用の重要
性

対外貿易は契約、生産、輸送、商品
の引渡・引受、代金支払いをはじめとする

２．対外貿易における信用を保証
する政策

り立つ。したがって、これらの連続的工程

わが共和国ではまず、国家の法と決定

備えていてこそ、どのような外部の影響を

様々な経済活動の環の連続的工程で成
を円満に保障できる経済的土台を充分に

で対外貿易での信用を徹底的に保証して

受けることなく、対外貿易において信用を

いる。わが共和国において、対外貿易は

徹底的に保証できる。わが共和国では、

どのような個別的機関や個人が独自的に

製品生産から実現に至るまでのすべての

対外貿易は相異なる社会制度を持つ

することではなく、国家の統一的な指導の

再生産工程が基本的に国内で成り立ち、

数多くの国々と行われていて、遠く離れて

もとで計画的に国家の法と規定に沿って

原料生産から完製品生産に至るまで生産

いる互いに異なる民族や国家の貿易会

行われている。まさにこのことは、対外貿

と建設に必要となる大部分を自体で生産

社と等価補償の原則の下で商品と技術、

易が市場経済原理に沿って個別的企業

保障している。

サービスを相互交換する経済活動である。

によって自然発生的に進行される外国とは

今日、わが共和国では経済強国建設

したがって、対外貿易において、信用を

異なり、わが共和国が信用を徹底的に守

を党と国家が総力を集中しなければなら

徹底的に守り、信用を守ることができる貿

ることができる根本的な保証となる。

ない基本戦線として掲げ、人民経済の主

易構造を備えて、不断に改善することは

社会主義社会であるわが共和国で、

体化、現代化、情報化、科学化を新たな

対外貿易を発展させるうえでの根本的な

対外貿易に対する国家の統一的指導は

高い段階で実現し、自強力第一主義の

保証となる。

唯一貿易制度によって実現され、貿易の

旗じるしを高く揚げ、原料と燃料、設備の

わが共和国は対外貿易において、信用

計画的発展は貿易に対する統一的な把

国産化を実現するための事業が力強く展

を徹底的に守る立場を一貫して堅持して

握と計画的な指導管理によって保障され

開されている。これは対外貿易において、

いる。

る。わが共和国では、対外貿易を国家の

信用をより高い水準で保障できる威力的

対外貿易では、協定、契約をはじめと

統一的な指導の下で計画的に行うというこ

な経済的保証となる。わが共和国ではま

する一連の国際法的形式を通じて、国と

とを「朝鮮民主主義人民共和国貿易法」

た、高い科学技術で対外貿易での信用

国の間、企業と企業の間に合意が成り立

で規定していて、対外貿易で信用第一主

を確固として保証している。

つ。この合意によって、双方は該当協定

義原則を徹底的に守らなければならないと

現時代は科学技術の時代であり、科学

や契約で履行しなければならない権利と

いうことを国家の決定として規定している。

技術の発展水準は国の総合的国力と地

義務を持つことになる。貿易取引と関連し

わが共和国では次に、威力ある自立的民

位を規定するメルクマールになっている。

て持つこのような権利と義務を誠実に履行

族経済に基づいて、対外貿易での信用を

特に科学技術は対外貿易において、信

することがまさに貿易で信用を守ることで

しっかりと保証している。

用保障の基本要素である商品の質を保

ある。信用は一方的なものではなく、取引

わが共和国の自立的民族経済は自立

双方が皆一緒に守らければならないことで

性と主体性が徹底的に保障された経済

障するための基本手段となる。
今日、わが共和国の科学技術は世間

ERINA REPORT PLUS

23

対外貿易において信用を守り、国の貿易構造を改善することはわが共和国の一貫した立場

の人々を驚嘆させる高い境地に立ってい

は国の経済発展につれ、不断に改善しな

許及び技術秘訣のような技術を言ってい

る。それは、わが共和国が人工地球衛

ければならない。

る。

星製作及び発射国の地位に立ったことを

現時期、わが共和国は加工品輸出と

勿論、現代的な総合設備や先端機械

通じてもよくわかる。先端科学技術の集合

技術貿易、サービス貿易の比重を高める

設備なども全部先進技術が体現されてい

体と言える人工地球衛星とその運搬手段

方向で貿易構造を改善している。一般的

る。したがって、技術貿易を通じて、この

であるロケットを作るには総合的な科学技

に該当国の経済構造と経済発展水準は、

ような設備を解決することもできる。

術、すなわち電子工学、機械工学、操縦

輸出される商品の品種とその構造に直接

しかし、技術貿易の対象となる技術は

学、宇宙工学、電子要素工学、熱材料

に反映される。輸出される商品が多様で

有形的実体である機械設備ではなく、そ

工学をはじめとする応用科学技術分野が

あればあるほど、また原料、半製品の輸

の機械設備を製作することに利用される

発展されていなければならず、衛星発射

出に比べ完製品をはじめとする加工品の

無形の技術である。

に必要な材料と付属品を製作する発展し

輸出が多ければ多いほど貿易の自立性は

た金属工業と機械工業、衛星の自動操

より一層強化され、その効果性も高まる。

技術貿易の比重を高めていくことはまた、

縦体系を保障するコンピューター産業とプ

加工品輸出を基本とする輸出構造の優

それを通じて我々の発展された技術を積

ログラミング産業、衛星との連携を保障で

越性はまず、現代的加工工業に基づき、

極的に輸出しようというところにある。わ

きる通信産業を備えなければならない。

輸出品の多様性と高い質を保障すること

が共和国では国の科学技術発展に全党

人工地球衛星製作及び発射という一

で対外市場を拡大させることができ、また

的、全国家的、全社会的な力を集中して

つの事実だけを見ても、わが共和国の技

国々の間の貿易関係において、不平等な

いて、科学研究部門と大学、工場、企業

術発展水準が世界最先端に位置づいて

隷属関係をなくし、平等と互恵の原則を守

所に技術開発力量をしっかりと強化させ、

いるということがよくわかる。

らせることができ、そして国の外貨収入を

価値のある科学技術を研究開発するよう

増大させることができるところにある。今わ

にさせている。最近、わが共和国では最

が国を科学技術強国の地位に引き上げる

が共和国では、自立的民族経済のしっか

先端を突破することに対する党の思想を

戦略を立て、科学技術分野に対する投資

りとした土台に基づき、原料輸出を半製品

積極的に貫徹するための闘争が力強く繰

を集中させ、情報技術、ナノ技術、生物

輸出に、半製品輸出を完製品輸出に徐々

り広げられ、世界的水準の科学技術成

工学をはじめとする核心基礎技術と新材

に転換させ、輸出において完製品をはじ

果が出されている。

料技術、新エネルギー技術、宇宙技術、

めとする加工品の割合を決定的に増やす

核技術のような中心的で牽引力の強い科

輸出構造へと貿易構造を改善している。

こんにちわが共和国では、近日中にわ

き、それに基づいて国の全般的科学技術
を発展させている。世界先端水準にある
わが共和国の科学技術は国家の法と規
定、威力ある自立的民族経済と共に対外

代表的な例として、2016年7月20日から
28日までの間に科学技術殿堂でわが国で
初めて行われた知的製品展覧会に出品さ

学技術分野に力を集中させ、突破口を開

４．技術貿易の重要性
次に、技術貿易の比重を高める方向で
貿易構造を改善している。

れた科学技術成果を挙げることができる。
同展覧会には金日成総合大学の研究者
たちが朝鮮で初めて開発した先端水準の
環境保護型浸透性はっ水材料、清津鉄

貿易において、信用を徹底的に守ること

最近、世界的に科学技術が急速に発

ができるもう一つの重要な保証となってい

展するにつれ、特許とノウハウのような無

性で見れば世界的にも数カ国にしか開発

る。

形の商品である技術を取引する技術貿易

できていない先端水準の含浸用絶縁ワイ

が活発になっている。それは、技術貿易

スをはじめとし、全国各地の150カ所の科

を通じて特許とノウハウのような技術を導

学研究及び教育単位と機関、企業所が

入或いは利用すると、労働生産の能率を

450件余りに達する先端技術、特許、発

高め、科学技術の速い発展を成し遂げ、

明として登録されている技術を持って参加

対外貿易構造を不断に改善する立場も一

勤労者たちの新しい技術習得過程を短

した。

貫として堅持している。

縮できることと関連するからである。このよ

３．貿易構造の改善
わが共和国は国の経済発展に合わせ、
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わが共和国が国の貿易構造において、

道塗料工場で朝鮮だけではなく技術的特

これ以外に、わが共和国では毎年全

該当国の貿易は、その国の貿易構造

うな世界技術貿易の発展趨勢に即し、わ

国科学技術祝典と部門別科学技術祝典

に反映されている。貿易構造は、該当国

が共和国でも国の貿易構造において技術

をはじめとする様々な技術祝典に価値あ

の貿易総額において一定的な指標の商

貿易の比重を徐々に高めている。わが共

る研究成果が出品されていて、これは技

品または個別的品種の商品が占める割合

和国が国の貿易構造において技術貿易

術貿易を通じて我々の科学技術的成果を

とそれらの間の相互関係を表し、該当国

の比重を高めていくことはまず、それを通じ

輸出することができる条件となっている。

の経済構造と経済発展水準、貿易の自

て先進的な技術を積極的に取り入れようと

立性と効果性程度、貿易が経済発展と

いうところにある。先進的な技術は現存技

人々の物質文化生活の向上に貢献する

術に比べ、本質的に新しいながらも発展

程度などを総合的に反映する。貿易構造

的で、同時に高い経済的効果を出せる特
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５．サービス貿易の重要性
次に、わが共和国ではサービス貿易の
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比重を高める方向において貿易構造を改

観光産業を発展させることに優先的に力

輸出する事業と共に、他の国々との情報

善している。サービス貿易は商品貿易取

を入れている。それはわが共和国では観

技術交流等の国際的協力も強化させて

引を除いた無形のサービスを対象として

光を活発的に組織できる条件と環境が充

いっている。

行われる貿易であり、ここには一般的に

分に整えられていて、また観光を活発に

これ以外にも、わが共和国ではサービ

建設、運輸、保険、通信、知的所有権、

推進することにより、それに伴う観光資源

ス貿易の他の分野である対外建設、輸送

労働力、観光、体育、芸術、医療、教育

の開発と観光下部構造の現代化及び改

サービスなどの発展にも関心を向け、サー

など広範な分野が属する。

造、輸送サービスの改善などに直接的に

ビス貿易の比重を体系的に高めていって

刺激を与え、観光業を発展させられるから

いる。

現時期、サービス貿易は世界経済発
展の新たな動力となっている。最近、世
界的に商品貿易は減少を続ける反面、

である。
わが共和国では、貿易構造において

サービス貿易は速いスピードで成長してお

サービス貿易の比重を高めるために、情

り、サービス貿易は世界経済発展の新た

報サービス、通信サービスのようなサービ

な動力となっている。

おわりに
わが共和国は今後も自主、平和、親善

ス業務の発展にも大きな力を入れている。

の理念の下で平等と互恵の原則に基づ

資料によると、2014年に世界サービス

現代科学技術の急速な発展は世界的

き、最も優れた朝鮮式の国家制度と威力

貿易の規模は2005年に比べ、2倍に増え

に情報サービス、通信サービスの業務方

的な自立的民族経済、高い科学技術を

て、10兆米ドル台に接近した。

式を多様化させ、その範囲をずっと拡大

保証とし、対外貿易において信用を徹底

させている。専門家たちは情報サービス、

的に守り、加工品輸出と技術貿易、サー

わが共和国の貿易構造においてサービス

通信サービスを新興サービス業として規定

ビス貿易を積極的に発展させ、それが貿

貿易の比重を高めることを要求している。

していて、これらが今後のサービス貿易で

易の中で占める比重を絶えず高め、国の

わが共和国では、貿易構造においてサー

主流をなすことになると評している。

貿易構造を不断に改善させていくであろ

サービス貿易の急速な世界的発展は、

ビス貿易の比重を高めるために、サービス

わが共和国では、情報サービスと通信

貿易のすべての分野の発展に関心を向

サービスの業務を発展させるために、我々

けていて、特に観光を活発的に推進し、

の高レベルの情報技術製品を積極的に

う。
［朝鮮語原稿を ERINA にて翻訳］
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The Upholding of Trust in External Trade and the Improving of the National Trade Structure as Part of the Position of the Democratic People’s Republic of Korea (Summary)

The Upholding of Trust in External Trade and the Improving
of the National Trade Structure as Part of the Position of
the Democratic People’s Republic of Korea (Summary)
KIM Yong
Researcher, Institute of Economics, Academy of Social Sciences, DPRK

In developing the nation’s economy, raising the people’s
standard of living, and continuing to expand and develop
economic cooperative relations with other nations, the DPRK
has been looking with deep interest to upholding trust in external
trade and improving the trade structure.
Comrade Kim Jong Un made the following statement:
“In external trade, we must uphold trust, lose our onesidedness, and improve the trade structure in a direction which
raises the specific gravity of processed export goods,
technological trade, and service trade.”
Honoring in good faith the rights and obligations stipulated in
contracts and agreements related to trade transactions is
precisely upholding trust in trade.
In the DPRK, we stipulate the planned execution of external
trade under the unified guidance of the state in the “Law of the
Democratic People’s Republic of Korea on Trade”.
In the DPRK, all reproduction processes, from production of
manufactured goods to realization, have basically been formed
domestically, and we are safeguarding production on our own of
what is necessary in large part for production and construction,
from raw materials production to production of finished goods.
The trade with an applicable country is reflected in the trade
structure of the country. At the current time, the DPRK is
improving the trade structure in a direction which raises the
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specific gravity of exports of processed goods, technological
trade, and service trade.
Moreover, we are gradually shifting exports of raw materials
to exports of semi-finished goods, and exports of semi-finished
goods to exports of finished goods, and we are improving the
trade structure to an export structure which decisively increases
the share of processed goods, including finished goods in
exports.
On introducing or utilizing technology, including patents and
knowhow, via technological trade, we raise the efficiency of
labor productivity, achieve rapid development of science and
technology, and are able to shorten the process of technology
acquisition. The continuing to raise the specific gravity of
technological trade, through this once again, lies in actively
striving to export the technology we have developed.
We are striving to improve the trade structure via service
trade, namely trade undertaken with intangible services as its
target, excluding commodity trade transactions. Generally a wide
range of sectors belong here, including construction,
transportation, insurance, communications, intellectual property
rights, labor, tourism, physical training, the arts, medical care,
and education.
[Translated by ERINA]

ERINA REPORT PLUS No.139 2017 DECEMBER

会 議・視 察 報 告

第7回羅先国際商品展示会
ERINA 調査研究部主任研究員
三村光弘

2017年8月7日〜10日、北朝鮮の羅先

たが展示されておらず、会社名も掲示され

じた。1日目の午後には相当数の来場者が
訪れ、館内は熱気に包まれた。

特別市先鋒地区で羅先国際商品展示会

ていなかったブース）1社であった。また、

が開催された。今回の展示会には、合計

屋外には羅先市でノックダウン生産されて

91社・団体（以下、
「社」とする）が出展

いるサムテソン社の自動車の展示のほか、

の出展が増え、中国企業の出展が減少し

中国企業の自動車の展示もあった。

た。北朝鮮企業を業態別に見ると、平壌

（「中朝共同開発、共同管理羅先経済貿

昨年と比較すると、北朝鮮の国内企業

易地帯管理委員会」の展示ブースは1社

開会式の後、羅先市人民委員会（市

の企業では健康食品や漢方薬を出展す

とみなす）
した。
ブースに記された会社名を

役所）の幹部をはじめとする来賓が館内を

る企業が多く、地元羅先市の企業は水産

基準とすると、北朝鮮56社、中国27社、
日

見て回った後、一般の参観者が入場し

加工品、衣服、食料品などが多かった。

本2社、ロシア1社、英国1社、米国1社、
ド

た。一般の来場者の数は、詳しく数えたわ

一般来場者は平壌を主とする国内企業

イツ1社、
ドミニカ1社、不明（ブースはあっ

けではないが、昨年の8割程度のように感

の製品、特に健康食品や漢方薬（高麗
薬）を求める傾向が強かった。羅先市関
係者によると、国内企業が販売する製品

第7回羅先国際商品展示会の会場

は市場で買うよりも価格が若干安く、製造
している企業が直接販売しているため、偽
物の可能性もないということで、
人気がある
とのことであった。
中国企業は小売がメイン
であるが、調理器具や食品の実演販売な
どが姿を消し、
洗剤の廉価販売を行ってい
た会社も今年は参加していなかった。逆
に、少々高価でも足のマッサージ器など、
市場では販売していない商品はけっこう売
れているようであった（館内で買ったばかり
の大きな箱を持ち歩く来 場 者が多かっ
た）
。
また、昨年は開会式に中国とロシアの
駐清津総領事館からの参加があり、挨拶
もあったが、今年は中国の参加はなかっ
た。

（出所）筆者撮影

北東アジア地域間電力系統連携に関する合同会議
ERINA 調査研究部主任研究員
エンクバヤル・シャクダル

2017年8月29日から30日にかけてイル

ア地域間電力系統連携に関する合同会

委員会（ESCAP）
、ロシアのエネルギー

クーツク市（ロシア）において、北東アジ

議（以下会議）がアジア太平洋経済社会

システム研究所（ESI）
、中国電力評議会
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（CEC）
、グローバルエネルギー連携開

力はエネルギー協力、連携の視点が非常

この会議における議論と報告は、以下

発協力機構（GEIDCO）とロシアエネル

に限られる。この点を踏まえて、CEC や

の4つの分科会で行われた。
（1）電力系

ギー省の協力の下で開催された。

GEIDCO、国際エネルギー憲章は、北東

統連携における協力と進捗（2）国内外に

近年、アジアパワーグリッドやゴビテック

アジア系統連携機構（NEA-RPIC）を立

おける実現可能性の検証と計画（3）政府

計画、北東アジアスーパーグリッド、北東

ち上げ、その第1回会議が2016年10月に

間、複数の利害関係者間の電力系統連

アジアスーパーエネルギーリング等の、多く

北京で開催された。この構想への不断の

携に関する取り組み（4）NEA-RPIC の意

の構想やプロジェクトによる特定地域間の

努力の一環として、今回の会議は、多国

見交換会

電力系統連携がもたらす利益に対して、

間あるいは様々な利害関係者がそれぞれ

ESI 研究所長であるニコライ・ヴォロパ

多くの関心が寄せられている。電力系統

の計画を共有し、共通の協力基盤として

イ氏は、
「 地域間電力系統連携は電力

連携は、2015年9月のグローバルエネル

認識し合い、国内外問わず達成までの過

費用の削減をもたらし、電力消費者への

ギー連携に関する中国国家主席・習近平

程において協力し合うことの一助となるよう

供給の信頼性を高めるとともに、環境問

の声明や、2016年9月の北東アジアスー

なプラットフォームについて議論するために

題の解決に寄与するだろう」と強調する。

パーエネルギーリングに関するロシア大統

組織された。

領ウラジーミル・プーチンの声明に見られる
ように政治的な支援も受けている。
会議プログラム資料のうち開催経緯に

この会議の目的は以下の通りである :
･ 電力系統の現状、国際プロジェクトや

組みの設置、あるいは法や規則、国際的

ルール、
エネルギー取引と運用、課題や

な電力標準の決定を進めるとともに、継

関する部分で述べられているように、北

障壁に関する二国間協定の存在につ

続的な意思疎通と対話のための仕組み

東アジア各国は、エネルギー資源の賦

いて確認

を構築するために支援を行うこと」の重要

存、生産と消費の面において、明らかに

・国際的な地域間系統連携計画の実例

性を北東アジアの電力系統連携の促進を

相互補完的な可能性を有している。モ

についての情報共有等のために、近年

目指して強調した。会議で行われた報告

ンゴル・ゴビ砂漠における風力・太陽光

の北東アジア電力系統連携の計画策

資料は、ESCAP ウェブサイトで閲覧でき

発電の豊富な再生エネルギー資源（そ

定や、実現可能性の調査実施状況に

る（http://www.unescap.org/events/joint-

れ ぞ れ 風 力 が1100TWh/year、太 陽

ついての議論

conference-northeast-asia-regional-power-

光 が1500TWh/year と推 定され て い

・NEA-RPICの具体的役割を含む、
国際

る）や、ロシア極東の水力発電の潜在

的な政府間の取り組みや複数の利害

会議の最後に、参加した高官や利害

力（1139TWh/year と推定されている）

関係者による特定地域の電力系統連

関係者が北東アジアにおける多国間エネ

は、越境エネルギーグリッドの構想をより魅

携に関する仕組みについて議論

ルギー協力と連携促進のための枠組みの

interconnection）。

力的なものにする。モンゴルやロシア極東

・政府、
研究分野における専門家、
実務家

創立、NEA-RPIC フォーラムを年一度継

の豊富なエネルギー資源は、近隣のエネ

を含む作業部会を設置し、特定地域に

続的に招集することと、ESCAP が NEA-

ルギーが不足している国々に対して、安

おける系統連携を促進するために必要

RPIC の会議の開催において指導的役割

定的かつ安価で、かつ低炭素な資源に

であり、
かつ実行可能な取り組みを提案

を果たしていくことが同意された。

由来するエネルギーを供給し、結果として
化石燃料への依存を減らすことができる
はずである。2007年から2016年にかけ
て北東アジア地域における太陽光エネル
ギーと風力エネルギーの設置容量は急速
に増加し、特に中国（6GW から226GW）
や日本（3GW から44GW）が顕著であっ
た。しかしながら、北東アジアの国々にお
いては、電力系統連携や各国の電力消
費に関連する経済的、環境的コストを削
減するための支援を行うことを通じて、再
生可能エネルギーの利用最大化の道を
模索する誘因が依然として存在している。
多 国 間 電 力 系 統 連 携の実 現には、
多国間での対話や協力のためのプラット
フォームが必要である。しかしながら、北
東アジア地域において政府や企業レベル
でのそうした取り組みはなく、二国間の協
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CEC の安洪光副秘書長は、
「 北東アジ
ア各国において政府が、組織としての枠
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GTI経済協力フォーラム・第10回北東アジア教授
連盟年次大会（NAPA2017）
ERINA 調査研究部主任研究員
中島朋義

9月21、22の両日、韓 国 江 原 道 春 川

いうテーマのもとに、中国、ロシア、モンゴ

関税同盟であるユーラシア経済共同体

市及び東海市において、GTI 経済協力

ル、日本そしてホスト国の韓国の専門家か

（EAEU）を交渉の主体として、ベトナム、

フォーラムと第10回北東アジア教授連盟

ら、経済協力、交通インフラ整備、環境問

韓国などの東アジア諸国との FTA 交渉

年次大会（NAPA2017）が、韓国経済

題、中国の一帯一路構想の北東アジアへ

が進められており、ロシア外交におけるア

学会、江原道、韓国海洋研究院、北東

のインパクトなど、幅広い分野について報

ジア重視の具体的な表れと感じられた。

アジア教授連盟の共催により合同開催さ

告が行われ、活発な議論がなされた。

ERINA からは中島が報告者として参

興味深い報告としては、ロシアの FTA

加し「北東アジアの経済的相互依存」を

今回は「新たなグローバル化の時代に

政策について複数の発表者から発表が

テーマに報告を行った。その内容としては

おいて GTI 地域の経済協力を高める」と

あった。ロシアを含む旧ソ連諸国による

北東アジアの経済的結びつきを、人的移

れた。

動、貿易及び直接投資、交通インフラの
会場の様子

接続性、地域内 FTA の効果などの諸
側面から明らかにし、今後の展望を示した。
なお、東 海 市においては9月に GTI
EXPO2017という博覧会が開催されてお
り、見学する機会を得た。会場では GTI
構想に関連する国・地域、ロシア、モンゴ
ル、中国などの企業、地方政府などが多
様な展示を行い、この地域のさらなる経済
協力の可能性を、実態として示していた。
吉林省のブースでは複数のパネルを用い
て、GTI 地域の開発構想と一帯一路をは
じめとする中国の政策との関連が展示さ
れており、同地域に対する重視の姿勢が

（出所）主催者撮影

GTI EXPO2017の外観

（出所）筆者撮影

窺がわれた。
GTI EXPO2017の様子

（出所）筆者撮影
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2017韓日部品素材調達商談会・
韓国青年人材採用相談会参加報告
ERINA 経済交流部経済交流推進員
蔡聖錫

2017年9月27～28日の両日、韓日産業・
技術協力財団（KJCF1 ）の主催により韓
国・ソウルのロッテホテルで「2017韓日部
品素材調達商談会」と「韓国青年人材
採用相談会」が行われた。KJCF は毎年
「韓日産業技術フェア2 」を開催しており、
部品商談会と人材相談会はそのフェアの
一環である。ERINA は KJCF と交流協
力協定を結んでおり、部品素材商談会お
よび人材採用相談会に関する日本企業へ
の案内、参加誘致、随行などの協力・支
援業務を行っている。

1．韓日部品素材調達商談会
（1）概要
・場所：韓国・ソウル、ロッテホテル3F

（2）実績
本年の商談会には、日本企業35社、

も昨年に比べて2社減った。参加した日
本企業の感想を聞くと、韓国企業の技術

韓国企業94社が参加し、ERINA は1社

力、工程・品質管理の能力については申

・時期：2017年9月27日
（水）

に随行して参加した。日本側１企業に対

し分ないが、値段が合わないという意見

・回数：今年で10回目
（2008年に初開催）

し平均5～6社程度の韓国企業との商談

が多かった。

・特徴：参加費と商談通訳費用は無料、

が実施される。ERINA が随行した企業

KJCF は日本企業に対して航空券（往

は、7社の韓国企業と商談を行った。

復）
を負担。
・流れ：事前に KJCF を通じて日本企業
から調達予定品の基本仕様や図面を

商談会で韓国企業からのプレゼンテー
ションを聞く機会があり、その内容は、日
本製の生産設備（機器・機械）
を導入して

（3）総観
昨年の参加企業数（日本企業51社、

日本の規格・品質を意識したものづくりがで
き、既に日本企業と取引した実績がある、

韓国企業に提出し、韓国企業は事前

韓国企業約100社）に比べて日本企業の

つまり日本企業と「同じこと」ができるという

にそれを検討して商談相手を選ぶ。

参加が16社減った。ERINA からの引率

ものだった。しかし、商談会に参加する日

1

韓日産業・技術協力財団（KJCF: Korea-Japan Cooperation Foundation for Industry and Technology）の概要
1992年１月にソウルで開催された日韓首脳会談で両国の貿易不均衡問題が提起され、その是正を目的とする実践計画の一つして、日韓のビジネス交流を推進・支援す
る組織として両国に財団を設立することが合意された。
これを受け1992年9月1日に設立された（監督機関は韓国産業通商資源部）。
日本側の対応組織は一般財団法人
日韓産業技術協力財団で、1992年12月25日に設立された（監督機関は経済産業省、外務省）
。KJCF の基本事業は以下のように構成されている。
①産業技術人材育成への支援と協力
②生産性向上・品質向上等への支援と協力
③産業技術並みに産業人の交流促進
④セミナーの開催、調査研究と広報の推進
なお、韓日産業・技術協力財団の日本における出先で、日韓の中小企業間ビジネスを推進・支援する組織として日韓中小企業情報交流センター（JK-BIC、http://www.
jk-bic.jp/about/index.html）がある。
2
韓日産業技術フェアは「日韓部品素材調達相談会」「韓国青年人材採用相談会」の他、以下のイベントも併せて開催された。
①韓日経済人会議・韓日産業技術フェア共同開会式
②韓日経済人会議 第1セッション、第2セッション、閉会式
③技術指導マッチング相談会
④韓日機械プラント機材商談会
⑤韓日産業協力賞授賞式
⑥韓日自動車部品商談会
⑦日本オンラインマーケット進出説明会・商談会
⑧韓国ゲーム企業日本市場進出商談会
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本側の中小企業の多くは「日本国内で調
達できないものを買いたい（オンリーワン製
品）」、もしくは「コスト削減」を目当てにし
ているはずで、ここに参加企業数が伸び
悩む理由があるのではないかと推測する。
しかし、成果を得た企業も多いという。
KJCF 側の統計によれば、商談金額は
約5100万ドルに達する見込みだという。
2016年貿易統計によれば、日韓両国は互
いに3番目の貿易パートナーである。韓国
企業との取引の経験がある企業にとって、
この商談会は韓国との取引を拡大するの
に活用されている様子だ。今後、日韓両
国の部品・素材産業における相互補完の
部分をさらに見付け出すことが課題になる

33社参加（内、4社に ERINA が随行）
、

だろう。

韓国側の就職希望者205人と394回の面
談が行われた。ERINA が随行した4社

いる。

2．韓国青年人材採用相談会

の地域別は新潟県3社、富山県1社、業

また、韓国からの就職希望者も昨年

種別では IT 企業2社、製造業1社、教

（115名 ）に比べてほぼ倍増した。3度目

（1）概要

育関連企業1社の構成であった。

・場所：韓国・ソウル、ロッテホテル3F
・時期：2017年9月28日
（木）

・教育関連企業：社内活性化のため、外
国人を積極的に採用する方針を取って

の開催を通じて当事業の認知度が向上し
たことに加え、最近韓国で話題になった

（3）結果

・回数：今年で3回目
（2015年に初開催）

昨年の参加企業数（日本企業29社）に

・特徴：参加費無料、KJCF は日本企業

比べて参加企業は3社増えた。これは国

青年失業率の高さ（2016年は9.8%、ちな
みに日本は5.1%）もその一因だと思われ
る。

に対して航空券（往復）と宿泊費を負

内の求人難によるものもあると思われる。

担。

ERINA が引率した企業に対して参加理

ニーズにより、今年の人材採用相談会は

由を尋ねたところでも、人材不足の状況を

昨年より良い結果が得られるのではない

出された求人票に基づいて人材を募集

確かめることができた。

かと思う。KJCF によれば、本稿執筆時

し、企業はその後、集約した履歴書に

・ 製造業企業：最近4～5年間で新卒の

点ですでに就職が決まった人が12人、内

・流れ：KJCF は事前に日本企業から提

基づいて面談対象を選ぶ。

（2）実績
本年の採用相談会では、日本企業が

採用どころか面接の場もなかった。

このように企 業 側と就 職 側の両 方の

定者が3人、最終面接者が60人になった

・IT 関連企業：技術者確保に苦労してい

という。人材不足に悩まされる日本企業に

る。国籍を問わずに優秀な人材を確保

とって、このような事業が問題解決の一つ

したい。

のオプションになることを期待したい。

ハバロフスク・ビジネス研修に参加して
ERINA 調査研究部研究主任
志田仁完

2017年10月1日から8日の一 週 間にか

とした大統領プログラム（Президентская

組みにおいて実施された国際交流事業の

けて、ロシア極東のハバロフスク市を訪問

программа подготовки управленческих

一つであった1 。この大統領プログラム自

し、ビジネス研修に参加した。この研修

кадров для организаций народного

体は、ロシアの市場経済化を進める中で

は、経営者（マネジメント層）の育成を目的

хозяйства Российской Федерации）の枠

不足していた企業人を育成する必要性に

1

詳細に関しては、本事業のウェブサイト
（http://www.pprog.ru/）を参照されたい。また、ハバロフスクでのプログラムに関しては、次のサイトを参照されたい：http://www.
pprog.ru/news/16/3298/?sphrase_id=13913.
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迫られて開始されたものである。プログラ

このプログラムに参加したのは、ビジネ

ムは1997年7月23日付けの「ロシア連邦

スマン、団体職員、経営者など計12人の

の国民経済の組織化のための経営者育

日本人である。以下で簡単にプログラム日

成に関する」第774号大統領令に端を発

程を見ていく。

し、1998年から続けられている。今年は

10月8日
（日） 帰国
ハバロフスク滞在中は非常に多くのプロ
グラムが盛り込まれており、最終日を除け
ば、自由な時間がほぼないほどであった。

事業開始から20年目にあたる年である。

10月1日
（日）現地到着、ミーティング

基本的には、午前中に講義、午後に企

この事業は、経済発展省の依頼を受け

10月2日
（月）

業訪問などが設定されていた。講義パー

て、その所轄官庁である連邦予算機関・

午前：プログラム開催式、講義（1）(2）

トでは、ハバロフスクの経済状況に関する

連邦経営者育成リソースセンターによって

午後：工業団地「アヴァンガルド」および

講義のほかに、複数回にわたって「先行

実施されている。事業の主な対象は若い
経営者候補や起業家であり、研修生は
国内の大学（ほぼ全地域、120の大学）
で研修を受けたのちに、国内外の企業な
どで実務研修の機会を与えられる。毎年

企業への集団訪問。
10月3日
（火）
午前：講義（1）(2）
午後：個別企業訪問
10月4日
（水）

発展区」に関する説明が行われた。ハバ
ロフスク地方は、
「ハバロフスク」、
「ニコラ
エフスク」、
「コムソモリスク」の3都市にお
いて先行発展区を、
「ワニノ港」において
自由港を展開し、投資家に対して税制優

300～400人の卒業生を輩出している。ま

午前：講義（1）(2）(3）

遇措置などを実施しており、投資誘致に

た、ロシアでのビジネスチャンスを求める

午後：集団企業訪問、
ビジネスマッチング

大きな関心を持っている。講義では、極

外国人を招待し、現地での研修やビジネ
スマッチングの機会を提供する事業なども
行っている。
今回私が参加したプログラムはこの招

（1）(2）
10月5日
（木）

外国投資案件に従事する法律事務所の

午後：大 統領プログラム20周年記念式

専門家によって様々な側面から先行発展

への参加、個別企業訪問
10月6日
（金）

部を中心に実施されているが、ヨーロッパ

午前：講義（1）(2）

人の参加者が多数を占めていたようであ

午後：個 別企業訪問、教育プログラム

る。今回の極東でのプログラムを実施した
ハバロフスク国立経済法律大学はこれま

資エージェンシー、地方経済発展大臣、

午前：講義（1）
、企業への集団訪問

聘プログラムであった。これまでにもこのよ
うな外国人招聘プログラムはロシアの欧州

東の地域経済の専門家（写真1）や、投

修了式
10月7日
（土）

でロシア人を対象とする大統領プログラム

プログラムの評価とフィードバック、ハバ

を20年にわたり実施しており、多くの卒業

ロフスク市内見学

区などのハバロフスクにおける事業展開の
現状が説明された。
以下では、企業訪問を中心にいくつか
のプログラムをピックアップして報告する。
プログラム1日目（10月2日）の午後に実
施されたのが、工業団地「アヴァンガルド」
（写真2）とその入居企業の「エネルゴ・イ
ンパルス社」への集団訪問であった。こ

生を日本での研修に送り込んできたが、外
国人を招聘するプログラムに参加すること
は今回が初の試みとなった。プログラムの

写真1

O・レンジン氏（ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所副所長、
ハバロフス
ク地方経済発展省評議会議長）による講義

実施には地方の文部科学省、経済発展
省、保健省、ロシア科学アカデミー極東
支部経済研究所も協力した。
今 次の事 業は「ロシアにおけるビジ
ネス― 共 同 事 業 」（Бизнес в России совместная кооперация）
と名付けられて
おり2 、ロシアでのビジネスに関心がある外
国人に対して、ハバロフスク地方でのビジ
ネスの現状や特性、チャンスやポテンシャ
ルに関して研究者や専門家が講義を行
い、企業訪問をアレンジしたのちに、可能
であれば現地企業と実際に商談を行うよう
にプログラムが組まれていた。渡航費を除
けば、宿泊費や滞在費などすべてがロシ
ア側の負担によって実施されている。

（出所）筆者撮影（2017年10月2日）

2
ハバロフスク経済法律大学 website において研修報告が公開されている。http://www.ael.ru/about/novosti/stazhirovka-predstaviteley-yaponskikh-organizatsiy-vkhguep/
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の工業団地は先行発展区に所在してお

2つの工場ではハバロフスクの事業所から

半しかたっていない新しい PR 広告企業

り、電気や水道などのインフラがあらかじ

プラスチック製品を収集し、手作業で分別

である。主な事業として、
「ババロフスコ

め設置されている。
「エネルゴ・インパルス

し、洗浄し、さらにチップに加工したもの

エ・ブレーミャ」や「コサック」といった新聞

社」は配電盤や電子機器の製造に特化し

からビニール袋などを生産している。ほか

を発行している。
「ババロフスコエ・ブレー

た企業であった。この工業団地の入居企

にも収集した段ボールなどは沿海地方ウス

ミャ」紙は5万部発行されており、有料で

業としては、生鮮野菜の温室栽培を行っ

リースク市の工場へ輸送するということで

販売されるとともに、地方行政府などの公

ている「JGC エバーグリーン社」（日揮株

あった。

共機関で無料配布もされている。同社は

式会社が出資している）があり、先行発

プログラム2日目（10月3日）の午後には、

また有料の記事などを掲載することで企

展区の成功例として頻繁に取り上げられ

個別企業訪問が行われた。研修の参加

業の PR を行っているという。同行した日

る。しかし、今回の訪問時に会議が開催

者は、それぞれの関心に応じてあらかじめ

本人のビジネスマンが質問したところ、場

されていたようで、温室内に入ることはでき

訪問先企業の希望を出しており、その希

合によるが、新聞記事は5万ルーブル、テ

なかった点は非常に残念であった。

望に基づいて企業訪問が設定された。私

レビ広告などは10万ルーブルから PR を行
うということであった。

工業団地に訪問した後で、さらに「きれ

が訪問した企業の一つは、
「メディアテク

いな惑星社」（写真3）と「極東ポリマー

ノロジー・コミュニケーショングループ」株式

プログラム3日目（10月4日）の午後には、

社」というごみ処理工場へ訪問した。この

会社である。この会社は、設立から1年

ビジネスマッチングがセッティングされた。
今回の事業のメインプログラムとして位置

写真2

先行発展区「アヴァンガルド」

づけられ、ハバロフスク側としては、ここか
ら何らかの商談成立や事業展開を期待し
ていたと思われる。1時間半程度のセッショ
ンが2回行われ、企業の代表者らと個別
の話し合いがもたれた（写真4）。このビジ
ネスマッチングには小売、建設、医療、ス
ポーツジム、旅行、教育、通信、製造業
など多岐にわたる分野から合計で約50社
が参加した。これらの企業（または組織）
の中には必ずしも国際的な事業展開を予
定していないものも含まれていた。私の目
的は商談ではなかったが、相手側もそれ
を承知で事業内容や現在の事業に関し
て快く話してくれた。私が話を聞くことが出
来たのは、小売企業「サムベリー」、ハバ

（出所）筆者撮影（2017年10月2日）

ロフスク地方立職業教育発展研究所、通
信会社「メガフォン」、家具会社「フォルマ

写真3 「きれいな惑星社」

ト」、ジム「エムカー・スポーツ」、法律事務
所「ザコン・デーベー」、木材会社「レスプ
ロム・デーベー」などである。参加企業の
中には、日本人参加者の個別訪問先とな
る企業も含まれていたため、ビジネスマッチ
ング後の訪問が実現した参加者もいたよう
である。
プログラム4日目（10月5日）の集団訪問
先となったのは、ロシアの最大規模のビー
ル製造企業である「バルチカ社」のハバ
ロフスク工場であった（写真5）。バルチカ
社はロシアの各地で工場を建設し、現地
生産を行っている。ハバロフスク工場で
は、バルチカの主なビールの他に、現地
消費者向けのローカルブランド「デーベー」

（出所）筆者撮影（2017年10月2日）

（「 極東 」という意味 ）やアジア向けの米
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を使ったビールを生産しているということで

写真4 ビジネスマッチングの会場

あった。
以上で紹介した企業のほかにも、中国
製の家庭用洗剤などを輸入販売している
「フィタ社」や、医療用機械の販売を行う
「メディカル・システムズ・ハバロフスク社」、
極東地域でスーパーマーケットを幅広く展
開している「ラス・
ドヴァ社」、ハバロフスク
国立経済法律大学の「 上海協力機構・
環太平洋地域研究センター」などで多くの
人々と面談し、話を聞くことが出来た。フィ
タ社は日本から天然原料由来の洗剤など
の輸入も検討中ということであった。
本プログラムへ参加者は、必ずしもロシ

（出所）筆者撮影（2017年10月4日）

アでのビジネス展開を模索している人だけ
ではなく、ロシアへの訪問機会や知識の

写真5 バルチカ社・ハバロフスク工場

有無の点で多様であった。しかし、それに
もかかわらず、本プログラムは参加者すべ
てから非常に高く評価されたように私は感
じている。今回のプログラムの内容は非
常に充実しており、スムーズに運営されて
いた。これはハバロフスクの行政能力の高
さを反映するものであろう。また、今回の
事業の成功の背景に、ロシア人の日本に
おける研修の実現をサポートしてきたハバ
ロフスク日本センターの大きな支援があった
ことを本報告の最後に記しておきたい。

（出所）筆者撮影（2017年10月5日）

「アルチョム市の発展」ビジネス対話に参加して
ERINA 調査研究部長・主任研究員
新井洋史

近年、ロシア極東のウラジオストク市は

34

いる。また、ウラジオストク市を中心とした

る。ウラジオストクは半島に立地しており、

国際社会において注目を集める存在となっ

地域は「ウラジオストク自由港」という名称

その根元をアルチョム市が押さえている形

ている。ウラジーミル・プーチン大統領の

の特区に指定されている。この特区制度

になっている。陸路でウラジオストクに入ろ

肝いりで2015年9月に同市で初めて開催

は遠く離れたカムチャツカなどにも適用され

うとすれば、必ずアルチョム市を通過する。

された「東方経済フォーラム」は、毎年恒

ているが、制度名はあくまで「ウラジオスト

それどころか、
一般に「ウラジオストク空港」

例の行事となっている。ホストであるプーチ

ク自由港」である。ウラジオストクという地

と呼ばれている空港（正式名は「クネビチ

ン大統領が毎年参加しているのは当然と

名をブランド化しようする意図を見て取るこ

空港」）
もアルチョム市に立地しており、空

して、安倍晋三首相が2016年、17年と２

とができる。

路でウラジオストクに来る人々も、無意識の

年連続で参加するなど、各国首脳クラス

そのウラジオストクの隣にあるのが、人

が参加するハイレベルの国際会議となって

口約11万人の小都市アルチョム市であ
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うちにアルチョム市に足を踏み入れている。
このような重要な位置にありながら、その
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知名度は必ずしも高くない。

は、実質的に一人で会議を切り盛りしてい

けたという。こうやって丁寧に人間関係を

そのアルチョム市において、ほとんど初

たユーリー・デン副市長の存在である。朝

築いてきた同氏の動きが無ければ、今回

めてと言ってよい国際会議が、2017年10

鮮系ロシア人である同氏は、戦前に朝鮮

の会議は成立しなかっただろう。惜しむら

月10日に開催された。筆者の知見は限ら

半島からサハリン（当時の樺太）に渡った

くは、自らが望んだ「対話」があまり成立

れるので、もしかすると既に国際的な会議

両親の下で育ったという。その両親は日

しなかったことだ。初めてということもあり、

の実績はあるのかもしれないが、少なくと

本の教育を受け、完璧な日本語を話して

外からの参加者も地元参加者もどういう立

も主催者であるアルチョム市政府幹部は、

いたと言い、今年68歳の同氏も流ちょうな

場で参加すべきかよく理解できていなかっ

「これは初めての取り組みだ」と強調して

日本語を話す。当然のことながら、韓国・

たように見えた。これは、筆者自身の反省

いた。
朝9時から12時半までの半日の会議で、

朝鮮語、ロシア語は母語として使いこなす

でもあるし、次回に向けて、改善を望みた

ので、韓国からの参加者も交えた食事の

い点でもある。

計6名が発表を行い、それぞれ質疑応答

場では3か国語が入り混じった。何気な

とはいえ、今回の会議は、アルチョム市

があった。このうち外国人は韓国からの学

い会話の中からも、歴史に翻弄された家

の将来展望について改めて考えるよい機

者が2名と日本人1名（筆者）である。韓

族の苦労が忍ばれ、いろいろと考えさせら

会となった。意見交換の場面で笠井総領

国からの発表は、ロシアが進めている極

れた。こうした人生を歩んできたことも影響

事も指摘していたが、立地の良さを生か

東開発政策の意義を評価し、また文在寅

してか、同氏は人と人とのつながりを大切

しながら、いかにアルチョムという街のポジ

大統領が新たに打ち出した「北方政策」

にしている。今回の会議に各国総領事を

ショニングを確立していくかが重要である。

を紹介するものであった。筆者は、中国

招待するにあたっても、全て自ら足を運ん

これからもアルチョム市の動向には関心を

の一帯一路政策やそれに呼応した中国

で、直接総領事に面談して参加を呼び掛

持っていきたいと思う。

東北各省の取組により、国際物流におけ
る沿海地方の位置づけが高まっているこ
となどを指摘した。市役所の担当者を含
めた地元のロシア人発言者3名は、アル
チョム市の概要や市内で予定されている
開発事業、さらには同市の国際・文化交
流、人材育成の状況を紹介した。
来賓として、ウラジオストク市内にある各
国総領事、名誉領事が招待されていた。
日本の笠井達彦総領事も含め、ほぼすべ
ての総領事本人が出席していたようだ。ま
た、ウラジオストク空港税関など連邦機関
の代表者も参加しており、全体参加者数
は100名弱程度だったと思われる。
会議に参加して特に印象に残ったの

安徽省・江蘇省視察報告
ERINA 調査研究部研究員
南川高範

10月14日から10月18日にかけて安徽省

市、南京市はそれぞれ経済規模も発展

で、揚州市が6634㎢、南京市が6582㎢

滁州市と江蘇省揚州市、南京市をそれ

の度合いも進んだ地域である。2013年時

であり、人口は、南京市が多く818.8万人

ぞれ視察した。また当該地域の経済の特

点の統計情報で見ると、所得水準を示す

であるのに対して、揚州市と滁州市の間

徴について、現地の研究者である滁州学

一人当たり付加価値生産額は、滁州市は

には大きな差はなく、滁州市が449.5万人、

院経済・管理学院講師王磊氏に聞き取り

ドル換算で4435ドル、揚州市が11747ド

揚州市が447.0万人である。面積が大き

を行った。視察の対象とした都市のうち、

ルで、南京市が15819ドルと大きく異なる。

く経済規模が比較的小さい、滁州市と面

滁州市は比較的経済規模が小さく、揚州

面積は滁州市がもっとも広く1万3523 ㎢

積が半分ぐらいでありながら、経済規模が
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大きい揚州市、南京市について、そうした

較的保守的な地域であるとされ、安徽省

こうした滁州市の現状に鑑みて、前述

特徴の背景を調査してきた。

などに比べると、工業の発展は見られるも

の王氏は、人口増加を促すと共に産業の

現地研究者王氏の話によると、江蘇省

のの、浙江省や広東省と比べると、高新

誘致も大きな課題であると指摘しており、

も安徽省も明代までは、商業の栄えた地

技術やイノベーションの面で後塵を拝して

政策の一例として蘇滁現代産業園の事

域であったものの、清代に一旦その勢い

いる。江蘇省の経済の中心地は、省都

例を挙げた。これは、蘇州にある工業団

が途切れ、この二つの地域の発展は現代

である南京市と蘇州市であり、これらの地

地を運営する集団企業が、新規に滁州に

に至るまでに大きく差が生まれたとのことで

域は、比較的先端的な技術を用いた製

工業団地を建設し、工場等の誘致を計画

ある。中国で優れた商人の集積地である

造業への投資が盛んであるとのことである

しているものであり、現在工業団地自体が

ことを意味する商帮という言葉があるが、

が、それと両輪をなして観光産業が経済

計画中である。しかし住宅建設の際と同

広東省、安徽省、山西省、浙江省、江

を支えているという特徴を持っている。江

様、工業団地の企業誘致においても、滁

蘇省の5つが代表的な商帮とみなされて

蘇省だけで複数の世界遺産を有しており、

州市に生産を移転する利点が工場建設

いた。このうち、安徽省、山西省は沿海

ある区域では古い景観を残しながらも、別

の安さにしかないという。このことから建設

地域から国境防衛地域に塩を販売すると

の区域では、先進国の百貨店と遜色ない

費用以外のどのような部分において、企

いう形態の商業により発展したとする歴史

サービスを提供する新しい商業施設が存

業に利点を提示できるかが課題であるとし

があるが、清代以降経済発展を支えるよう

在している。

ている。

な産業に恵まれていないというのが現状で

一方で安徽省の滁州市は、南京から

最後に、これら三都市における商業施

ある。沿海地域も明朝時代に貿易で栄え、

の距離が近く、南京の駅から高速鉄道に

設の現状を調査したところ、前述のように

中華民国時代にいったん衰退するもの

乗ると20分程度で移動できる地域である。

滁州市と南京、揚州市でさほど価格帯が

の、新しいものを積極的に取り入れるとい

この大都市への近接性という利点を生か

変わらないという興味深い結果が得られ

う地域性も助けとなり、現在に至る発展を

して、住宅建設を進め、人口増加を図る

た。調査対象としたのは、中国全体を市

支えているとしている。特に浙江省は、先

計画があったものの、思うように南京から

場として商品供給を行うナショナルブランド

端技術（中国語では高新技術）を要する

の移住は進まなかったという。その理由の

の商品ではないものであり、それぞれの年

製造業やインターネットの分野で、ビジネス

一つとして、南京住人の保守的な気質や、

でそれぞれの商品の市場が形成されてい

モデルや経営管理の面に新しいものを取

滁州市側の優位性が住宅価格の相対的

る衣服やレストランなどの財・サービスであ

り入れることで栄えているとのことである。

な安さにしかないことが挙げられるという。

る。経済理論に則って説明する場合、価

今回調査の対象としたのは、江蘇省の

これは現地の商業施設においても確認し

格は購買力等などを基調とする需要の高

中でも比較的経済発展が進んでいる蘇

たことであるが、滁州市は、南京や揚州

さの要因と、より安価で多くの商品を供給

南（江蘇省の南部分の意味）と呼ばれる

と比べても、レストランや衣服などの消費

できるかという生産性を基調とする供給要

地域であり、南京、蘇州、無錫、鎮江と

にかかる費用が必ずしも安価ではなく、ま

因に分類される。滁州市の商業施設の人

いう地域が含まれる1 。この蘇南地域は、

た高速鉄道の値段も毎日の通勤に使える

の往来や立地、一人当たり付加価値額

沿海地域の発展している省の中では、比

ほど安価なわけでもない。

などから見る購買力を比較すると、揚州、
南京と同程度に旺盛な需要があるとは考

江蘇省揚州市にある世界遺産［個園と呼ばれる個人庭園］

えづらいため、揚州、南京はより高い生産
性と競争の作用により、滁州に比べて旺
盛な需要に対して、同程度の価格で応ず
ることができるという背景があるのではない
かと考えられる。この生産性や競争の度
合いの差は、家計に対しては、生活費用
の高さ、企業に対しては、生産費用の高
さに現れ、結果として移住者の誘致や企
業の誘致の際に課題となる部分であると
考えられる。かつて塩の販売という立地を
生かした商業により発展した背景を持つこ
の地域において、研究開発や投資による
生産性の向上という自らの手による経済発
展を重要視する考え方への転換が、最も

（出所）筆者撮影

1
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江蘇省には、このほかに連雲港、徐州、塩城、淮安などの蘇北と呼ばれる地域がある。
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セミナ ー 報 告
第94回GSDMプラットフォームセミナー

「北東アジアにおける経済見通しと経済協力の可能性」
月

日：2017年9月14日

場

所：東京大学福武ラーニングシアター

主

催：東京大学博士課程教育リーディングプログラム
「社会構想マネジメントを先導するグローバルリーダー養成プログラム」
（GSDM）
ERINA

共

催：東京大学公共政策大学院（GraSPP）

使用言語：日英同時通訳

開会挨拶

事が含まれている。これらをどのように制

問題を広く考えてければと期待している。

東京大学 GSDM コーディネーター

度化するか。東南アジアでは ASEANと

実り多いディスカッションを期待している。

公共政策大学院教授

いう枠組みができているが、北東アジア地

城山英明

域においては、あまり制度化されたメカニ
ズムはなかった。どうやって協力メカニズ

GSDM は、大学院生を対象とした横

ム、制度的なメカニズムをこの地域内で作

断的な社会デザインとマネジメントに関す

れるかということが大きなテーマになってい

るプログラムのことで、グローバルリーダー

る。

育成のため、学生に社会問題を技術・科

北東アジアの潜在的な問題、メカニズ

学的なオプションおよび制度的・政策的な

ム上の問題については、GSDM としても

オプションを組み合わせて考えてもらうとい

貢献できるのではないかと考えていること

う趣旨で2013年から行っている。公共政

がある。それは科学技術と公共政策をつ

基調講演
「北東アジアの安全保障・
政治・経済統合」
東京大学公共政策大学院教授

高原明生
1．グローバリゼーションとリージョ
ナリゼーション
初めに、世界の至る所で地域統合へと

策学、法学政治学などの大学院生に加え

なぐインターフェイスの問題であり、この分

進む動きが常に存在していることを指摘し

て、理工系もたくさんおり、医学生、さらに

野でも果たすべき役割があると考えてい

ておきたい。私の理解では、この統合は2

農学部、情報研究も含めて、100名以上

る。エネルギー安全保障、域内グリッド、

つのレベルで進む。第１に、交通通信技

の学生が所属している。今後は社会政策

石油パイプラインの問題であり、原子力エ

術が発達するに従って、企業や市民社

についても人材育成していきたいと考えて

ネルギー、原子力廃棄物の問題である。

会、研究者・専門家、さらには人気歌手

いる。例えば、グローバルな公衆衛生問

日中韓はある程度原子力エネルギー依

のファンといった個人などの非国家主体の

題や新興感染症対策、エネルギー協力、

存があり、地域レベルで考えられるのでは

間においてネットワークが拡大する。
このネッ

あるいは中米の統合、原子力エネルギー

ないか。公衆衛生の問題でもSARS 問

トワークを通して、財、貨幣、人、情報、薬、

廃棄物管理、地域漁業管理、宇宙を使っ

題が今世紀の始めにあったし、韓国では

ウィルス、
価値観といった「モノ」
（things）

て天災を管理するなどのデジタルガバナン

MARS の問題もあった。それは、韓国だ

の流通が拡大している。そしてもう一つの

ス等々、多岐にわたるテーマを扱いたいと

けの問題ではなく、今後とも域内で対応し

レベルでは、良いモノの流通を促し、また

考えている。

なくてはならないだろう。漁業権資源管理、

は悪いモノの流通を監視し統制するため

本日のテーマは、
「 北 東アジアにお

人口の高齢化など、他にもいろいろな問題

に、国民国家によって構築されるフレーム

ける経済見通しと経済協力の可能性 」

もある。人材開発やイノベーションを盛り立

ワークの発展がある。

で、これは特に時宜を得た重要なテーマ

てていく必要もあり、インフラの1つとして重

である。貿易・経 済 関 連の話、TPP や

要である。

この問題に取り組んでいる社会学者ら
は、地理的な近接性のある場所において

RCEP、貿易体制がどうなるかという話も

北東アジア地域には問題があり、それら

含むし、北朝鮮の核問題も差し迫ってい

は大変幅広い。今回のテーマを超える部

従って、東アジアやアジア太平洋といった

る。また、中国が一帯一路構想を掲げて

分もあるが、今回の論議によって重要な枠

地域で今日見られるように、機能的な国際

いることは非常に興味深い。この中にはイ

組みに関する議論ができるのではないかと

的フレームワークは地域レベルで最も多層

ンフラ整備、標準化などいろいろな関心

考えている。それを軸にして域内全体の

的な発展を遂げる。そして、最終的には

ネットワークが最も拡大すると述べている。
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このようなネットワークとフレームワークの発

の実施にあたって他国との連携をまさに開

多くの国がこの構想に魅了されることに

展が共同体の構築につながると考えられ

始しようとしている。習近平国家主席が若

何の不思議もない。既存の金融機関に

る。

く反抗的な北朝鮮の指導者をそれほど気

よっては充足できない大きなインフラ建設

に入っていないということは明らかであるよ

需要が存在する。発展途上国だけではな

2．障害：ナショナリズムと北朝鮮

うに見える。習近平主席は米中関係を維

く、先進国もまた中国の巨額の外貨準備

しかし、このネットワークの発展に歯止め

持するためにむしろこの問題を利用してい

を渇望している。この構想は部分的には

をかけるのが、国家や地域の利害である。

る。中国の指導部は、米国との安定的な

過剰な生産、建設能力を海外で活用した

よく知られている障害としては、農業や特

関係が国際、国内の両面における安定

い中国のニーズに由来するものであろう。

定産業の部門的な利害がある。また、もう

性の基盤であると考えており、この安定性

しかし、高速道路や発電所を建設したい

一つの障害となるのがナショナリズムであ

は特に共産党大会を開催する今年、習

と熱望する国々にとってそんなことは問題

る。ナショナリズムは人気歌手のファンの

近平主席にとって非常に重要性を持つ問

とはならない。イギリスが2015年3月に突

ネットワークに入り込むことさえあり、その関

題である。

然アジアインフラ投資銀行（AIIB）に参加

係を著しく壊してしまいかねない。

中国国内では、北朝鮮政策をめぐる議
論が激化している。現在のところ、中国

感に浸った。そして、多くの西欧諸国や、

阻むもう一つの大きな障害となっているの

は決定的な措置をとっておらず、地政学

オーストラリアおよび韓国という東アジア地

が北朝鮮である。このことについては私た

的なバッファーであるはずの隣国の核開発

域の米国の同盟国2カ国がイギリスに続い

ちの新潟の友人が説明してくれるだろう。

を事実上支援してきた。皮肉なことに、こ

た。

仮に核・ミサイル開発をめぐる北朝鮮危

のことによって安全保障環境は悪化してし

しかし、
中国国内ではこの多幸感のムー

機に関して何らかの肯定的な側面がある

まった。そのため、今や中国国内では北

ドは同年夏までにほとんど消えた。景気

とすれば、それはこの危機的状況が諸国

朝鮮への圧力の強化を主張する議論が

低迷や中国内外における多くのインフラ投

の連帯を強めているということである。10

力を持ちつつあるように見える。朝鮮半島

資の失敗を受けて、中国人投資家たちは

年前には六者会合が行われた。今日で

の統一を進めるべきであり、そうすれば地

大型建設プロジェクトへの着手にますます

は、米中の協力関係に一定の進展が見ら

域経済の統合が加速化し、このことが今

慎重になっている。中国人は政府借り入

れる。また、日本、中国、韓国の間の調

度は近隣国との関係を促し、中国を囲む

れと支出の大幅な増額によって2008年の

整も上手く進むことが期待される。ロシアを

真の「緩衝地帯」を構築することになる、

世界金融危機からうまく抜け出すことがで

含め、国連安全保障理事会は、北朝鮮

と議論する学者さえいる。この主張は理

きた。しかし、現在、彼らはその後遺症に

による6回目の、そして過去最大規模の核

解できるものだ。だが、このプロセスを進

苦しんでいる。現在、中国人が建設分野

実験に対して共同で対応するために、より

めるのは容易ではなく、国内における激し

で優れていることは良く知られている。しか

強力な制裁の決議をちょうど採択したとこ

い議論が今後も続くと思われる。

し、中国の多くの高速道路や高速鉄道の

ろである。
この文脈において、問題が一つあると

素晴らしいネットワークのうち、どの線が実

3．中国の「一帯一路」構想

際に稼ぎを生み出しているのか、そして、

すれば、それは、韓国による終末高高度

今日、中国は、地域において、そして

防衛ミサイル（THAAD）配備に対する中

実のところ世界において、多くの活動や問

ている何百もの巨大な建造物の維持費を

国の反対である。中国は核・ミサイル開発

題の中心にいる。一帯一路構想はその

どうやって支払うのか、という事に関して

をめぐる朝鮮半島の危機についてトランプ

典型例であるかもしれない。

は誰にもわからない。

政権と友好的な対話と協力の関係を構築

私は一帯一路構想を発案した中国共

ほとんどすべての中国の都市に建設され

したがって一帯一路構想がすぐに大き

しているにもかかわらず、THAAD に関

産党指導部の政治的な天才に再び大き

な効果をもたらすと期待すべきではない。

しては韓国に対して大きな圧力をかけてい

な感銘を受けている。これは鄧小平の肝

2017年5月の一帯一路に関する国際会議

る。北朝鮮による挑発が継続している状

いりで発案された改革開放の構想に似て

で習近平国家主席が約束した巨額の投

況下で THAAD 配備は撤回されていな

いる。これらの言葉が誰によって発明され

資が満額で実行されることはないだろう。

いが、結果的に、中国に対する韓国の印

たのか誰にも分からないが、トップの政治

資金を借りている国も、返済できない場合

象は急激に悪化しており、世論調査による

指導者によって彼のビジョンと権威の象徴

にローンを帳消しにするほど貸し手が優し

と日本への印象よりも悪くなってさえいるの

として提案された概念だ。ただし、今回

いと期待してはいけない。タジキスタンは

である。これはけっして建設的なことでは

の場合、
このビジョンの規模はさらに大きく、

2011年に自国の領土の約1％を中国に割

ない。中国には問題の原因である北朝鮮

中国人だけではなく外国人の心にも響くも

譲した。観測筋は、これが債務の一部免

に対してより大きな圧力をかけることを期待

のである。一帯一路は世界の広大な地

除の見返りであったと信じている。スリラン

したい。

域に及ぶものであり、過去の栄光のロマン

カは中国への債務の削減の取引として、

ティックな記憶を歴史的に喚起する構想で

ハンバントタ港の権益を中国企業に渡す

もある。

予定であり、コロンボ市の海岸に人工島

ただし、中国政府は北朝鮮政府に対
する態度を徐々に変化させており、制裁
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する希望を表明したとき、中国人は多幸

北東アジアの場合、地域統合の進展を

ERINA REPORT PLUS

ERINA REPORT PLUS No.139 2017 DECEMBER

を建設している中国企業に、その大きな

は、日本はこの問題について精神疾患を

日本の国益に資することは誰にでもはっきり

部分の土地を今後99年間リースすること

治療すべきであるとさえ言った。実際には

とわかる。確かに、日本人の90％以上は

に合意した。このことは、19世紀末の歴

ほとんど全ての日本人が、中国は大きい

中国に対して良い印象を持っていない、と

史を学ぶものにとってはなじみ深い話であ

国であり、さらに大きくなったと知っている

世論調査の結果が示している。これはお

る。

ので、この発言の意味するところは何なの

そらく、東シナ海や南シナ海における中国

か、当惑するほかない。

の行動によることが大きいと私は考えてい

習近平主席が政治の舞台を去ってしま
えば、一帯一路構想は消えてしまうかもし
れない。
しかし、別にそれは問題ではない。

王毅外相はこの点に関して詳述してい
ないが、今や中国が日本に優越する大国

る。しかし、同じく日本人の70％が日中関
係を重要と見ているのである。このことは、

一帯一路と呼ばれるこの壮大な星座のレ

となったということを明確に認めさせたいよ

総選挙で勝利するためには、日本の首相

トリックを見透すとき、それでも我々は具体

うに見える。このような思考様式は幾分厄

が誰であろうと、中国との関係改善に向け

的なプロジェクトという星々にある大きな価

介である。自身の地位に関する中国人の

た努力をしなければならないということを意

値と可能性を見出す。問題は、星座や概

自意識が強いことがここから示唆され、中

味している。

念ではなく、空に輝く星々である。そして疑

国人はヒエラルキーの視点で国際関係を

同時に、日本人は、物理的な力による

うことなく、この構想は、国際基準で融資

見ていることが示されているからである。も

いかなる現状の変更をも受け入れることは

可能なプロジェクトを構築した経験やノウ

し実際にそうであり、中国人が東アジアに

できない。これは日本が、そして世界が、

ハウを持った国々を巻き込むことによって、

おいて階層的な秩序を構築したいと考え

20世紀前半に人類が行った悲惨な侵略

うまく進むだろう。これが AIIB に起きてい

ているのであれば、すべての近隣国の間

と戦争を通して学んだ教訓だからである。

ることである。

で強い懸念を呼ぶだろう。

日本が学んだ最大の教訓とは、自国の意

この王毅外相の発言は、中国がポスト

思を他国に押し付けるために武力による

モダン社会にいまだに到達しておらず、
「大

威嚇や武力の行使を行ってはならないこ

きければ大きいほどよい、豊かであれば豊

と、そして平和的な手段を通して国際紛

かなほどよい、強ければ強いほどよい」とい

争を解決しなければならないことである。こ

う近代的なパラダイムにいまだにとらわれて

れは日本や近隣諸国だけではなく、人類

歴史認識などの問題にみられるように、日

いることをも示している。中国は見事な近

全体が学んだ教訓である。だからこそ、日

4．日中関係と南シナ海
最後に、日中関係と南シナ海をめぐる問
題を簡単に議論しておこう。
第一に、国家の安全保障、尖閣諸島、
中関係に脆弱な部分があることは良く知ら

代化の途上にあるため、このことは確かに

中平和友好条約にも国連憲章にもこのこ

れている。しかし、日中関係の強靭な側

理解できる。私が心から望むことは、中国

とがはっきりと記されているのである。

面も忘れてはならない。経済的な交流が

が安定した発展経路を進み続け、なるべ

地域のすべての国にとって極めて重要

あり、また海賊対策や環境保護、ドラッグ

く早くポストモダンの段階に進み、
「スモー

であるのは、大国が国際ルールに従い、

の密輸対策といった非伝統的な安全保

ル・イズ・ビューティフル」の考えに共感を覚

国際裁判所を尊重することである。そのた

障分野における協力が行われている。こう

えるようになること、そして過剰なナショナリ

め、2016年7月に中国がハーグの国際仲

した、冒頭で話したグローバリゼーションと

ズムの台頭を阻止するために他国と協力

裁法廷の南シナ海判決を無視したことは

リージョナリゼーションへと進む動きに加え

するようになることである。

大変に不幸なことであった。中国の力によ

て、文化的な親近感があり、このことが日

次に、王毅外相は、日本が二面性を

る圧力と金の誘惑のもとで、フィリピンを含

中間の関係においてとても重要な役割を

持っている、または言動に裏表があると批

む多くの国々が中国を公式の場で非難す

2

果たしている。実際に、日本語教育の大

判している 。すなわち、日本は、日中関係

ることができないでいる。
しかし、実際には、

きな部分は漢字の読み書きの学習であり、

を改善したいと中国に繰り返し伝えていな

すべての近隣国は中国が国際的な規範

他方で、
中国の若者は日本のアニメやゲー

がらも、南シナ海における中国の行動に関

に従い、自由貿易だけではなく国際法に

ムに親しんでいる。

して行く先々で中国を批判している、
と言っ

ついてもその擁護者になること、そしてこれ

次に、地域的な文脈において、中国側

ている。この批判に対して、私は「それは

までのような行動を今後は抑制することを

がこの2年間展開してきた、南シナ海問題

違います、日本に裏表があるわけではあり

望んでいる。これこそが私たちの「中国の

に関する日本批判を取り上げてみよう。こ

ません。正面と背面があるのではなく、両

夢」であり、これは中国人の利益にも資す

れは実際に非常に興味深い問題である。

方が正面であり、私たちの正直な気持ち

るものだと私は信じている。長期的には私

を反映しているのです」と返答するだろう。

たちはこの夢を共に実現できると私は確信

なぜそのように言えるのだろうか？

している。

中国の王毅外相は、日中関係の問題
の根本は、中国が大国になったという事実
を日本側が受け入れられないことにある、
と繰り返し述べている1 。今年、王毅外相

1
2

客観的に見て、中国との良好な関係が
経済や安全保障など諸々の観点から見て

http://news.xinhuanet.com/politics/2017lh/2017-03/08/c_1120589807.htm 2017年3月の全国人民代表大会の記者会見
http://j.people.com.cn/n3/2016/0308/c94474-9027118.html 2016年3月の全国人民代表大会の記者会見
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セミナー報告

教授のバトナサン・ナムスライ氏から、ロシ

うなるのか、脅威を感じているアメリカ人も

パネルディスカッション

アの経済状況と北東アジアの経済協力を

いる。今後、よりグローバルな経済へとさら

めぐる問題について ERINA 調査研究部

に開放されれば、競争力がなくなると怖れ

パネリスト

長の新井洋史氏から、それぞれお話をし

ている。他方、アメリカの市場がもっと伸

ていただく。

びると考えている人もいる。

・ ブルッキングス研究所シニアフェロー

バリー・ボズワース

まず米国の観点から、米国と北東アジ

無関心派という第3のグループも出きて

アの経済関係について、言及していただ

いる。つまり、アメリカは特に大きな国際貿

きたいと思う。その他のパネリストには、各

易をしているわけではなく、ほとんどの業界

・ 高麗大学アジア問題研究所長

国経済における構造上の問題について指

は国内指向だから、アメリカ人の多くは労

李鍾和（リ・ジョンワ）

摘した上で、地域経済協力によって経済

働者として脅威は感じていない。消費者と

・ ソウル国立大学経済学部教授

成長を下支えし、さらなる経済発展を進め

しては貿易から利益を受けられる。貿易

金炳椽（キム・ビョンヨン）

ていくことができるのかについて述べてい

の自由化の結果、勝つか負けるか、それ

・ 中国社会科学院世界経済・政治研究
所経済発展室准教授

宋錦

・ モンゴル国立大学ビジネススクール教授

ただきたい。

バトナサン・ナムスライ
・ 東京大学公共政策大学院教授

高原明生

＜ボズワース＞
歴史的にアメリカは経済統合を各国と

今後は、有権者にグローバル化の便益を
丁寧に説明しなければならない。公開の

・ ERINA 調査研究部長 新井洋史

進めたいと考えてきたが、この政策が劇的

場での議論をすべきだと分かったので、次

・ ERINA 調査研究部主任研究員

に逆転した。大統領選挙の結果トランプ

の選挙の結果は、伝統的なアメリカに戻る

氏が選ばれ、
トランプ大統領はいかなる国

と思う。今回、アメリカ人の多くは事故だと

際協力、国際協定にも反対している。環

思っている。しかし、本当のところはこれか

三村光弘
モデレーター
・ ERINA 代表理事、東京大学公共政
策大学院特任教授

河合正弘

＜河合＞

太平洋パートナーシップ（TPP）から離脱

らのことを見てみないとわからない。少なく

し、パリ協定について役割を果たさないと

とも向こう4年間、アメリカは経済統合につ

言い、北米自由貿易協定（NAFTA）に

いては強力な力にはならないということだ。

ついても再交渉し、アメリカが有利でなけ

＜宋＞

このパネルディスカッションでは、北東ア

れば考え直すと言っている。韓国との自由

ジアの経済問題に焦点を当てて取り上げ

貿易協定（FTA）についても再考すること

労働経済学者としての視点から中国の

ていきたい。日本、中国、韓国、北朝鮮、

になっており、今までの政策と大きく変わっ

経済問題について説明する。中国経済は

モンゴルそしてロシアを対象とし、また米国

た。これは、私も含めてほとんどアメリカの

2010年以降、成長の新たな段階、新常

は北東アジア地域経済に大きな影響力を

エコノミストが全く予想しなかったことなの

態入った。
2016年、
GDP の成長率は6.7％

もたらすことからその役割は重要である。

で、過去に振り返って、考え直してみたい。

となり、2010年までの10％以上の成長と

まず、アメリカの国民は二つに分断され

比べて低い数字であり、中国政府は大い

シニアフェローのバリー・ボズワース氏に、

ている。国際関係、移民問題、経済統

に心配している。各分野の専門家がそれ

本日は、米国のブルッキングス研究所
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ぞれ個人ベースでアメリカは分断されてい
るといえる。これは一時的な現象だと思う。

現在トランプ大統領が貿易問題で、中国

合など、トランプ大統領はナショナリズムに

ぞれの視点からそれを理解しようとしてい

や韓国に対して強い姿勢を見せている状

基づく政策を掲げている。アメリカの国益

る。私としては、人口構造の変化に要因

況を踏まえたお話しをしていただく。次い

第一だと言い切っている。アメリカはすべ

があると考えている。中国の第一世代で

で、中国の経済状況について中国社会

ての国際協定から離脱する、WTO から

1950～60年代に生まれた人たちと、その

科学院世界経済・政治研究所経済発展

も離脱すると言っている。これら全てが出

後、一人っ子政策下で80～90年代に生

室准教授の宋錦氏に、韓国の経済状況

来るかといえば、難しい。アメリカでは、政

まれた人たちによって、人口構造が急変

については高麗大学アジア問題研究所長

府は限定的な役割しか果たさない。議会

している。かなりのスピードで高齢化に向

の李鍾和氏からプレゼンテーションを頂く。

が多くの権限を持ち、大統領に集中して

かっており、25年以内に高齢化社会にな

現在の北朝鮮をめぐる安全保障上の問題

いるわけではない。法律的な拘束力を持っ

る。フランスでは115年、イギリスは45年、

はいわば危機的状況にあるが、その中で

ている協定は、議会の承認なしに一方的

アメリカは69年をかけて高齢化社会になっ

北朝鮮の経済的側面について冷静な検

に変えることができない。当初の段階で、

たが、それに比べて中国は、急ピッチで

討をするために、北朝鮮に関する二人の

大統領はいろいろ提案をしているが、現

高齢化が進行している。そして2012年以

経済専門家からお話をうかがう。ERINA

実には出来ないということになる。しかし、

降、熟練労働者の数も減っている。労賃

調査研究部主任研究員の三村光弘氏と

トランプ大統領の支持層は厚い。国民が

が上がってきた結果、低スキルの労働者

ソウル国立大学経済学部教授の金炳椽

移民に恐怖の念を持っているからだ。これ

が多くなり、この10年ほどは技能労働者

氏である。そしてモンゴルの経済状況に

が第1の問題である。
Brexitも同じことだっ

に対して平均して毎年約17％増えている。

ついてモンゴル国立大学ビジネススクール

たと思う。経済的なグローバル化の結果ど

労賃の上昇は資本の逃避を招く。国内の
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製造業労賃はすでに総費用の6割を占め

出生率は1.17人で、世界でも最低の一つ

質においても、労働市場、金融市場の効

るようになった。利益率がその分減ってお

だ。高齢化していて出生率が下がってい

率性においても、大いに水をあけられてい

り、実体経済から資本が逃避している。

る少子高齢化である。これを補うのが IT

る。ある程度の修正は可能だが短期間で

の発展であり、
生産性を伸ばすことである。

は難しい。韓国経済はまだまだ不確実性

中国はもはや海外直接投資（FDI）に
とって魅力的ではなく、FDI の大半は東

これが、新しい成長のエンジンになるかも

が多く、強力な成長を必要としている。そ

南アジアに向かっている。人口構造の変

しれない。データを見る限り、韓国はなか

のためにいろいろなことをやらなくてはいけ

化によって、農村地域から都市への流出

なか経済システムの効率を上げられない。

ない。

人口も停滞している。この過程で全要素

イノベーション能力もなかなか増進できな

生産性（TFP）が全く増えていない。現実

い。

最後に、対外的なリスクについて話す。
韓国経済は、今でも輸出依存度が高く、

として人口が高齢化しており、これに歯止

韓国の状況を振り返ってみる。経済成

中国市場は重要であり、日本も貿易パート

めをかけることはできず、生産性を上げる

長は、輸出主導で行われてきた。輸出指

ナーとして重要だ。問題は、この3カ国間

しか解決策がない。この点、日本から学

向が強い大企業があり、それを支えたの

の協力がうまくいくかどうかだ。日中韓で強

ぶべきことが多い。日本も高齢化に25年

が政府だった。サムソン、ヒュンダイ、LG、

力な制度的な枠組みを作らなくてはならな

かかったことから、雇用形態の変化、社

SK など大きな財閥系企業である。しかし、

い。どうやってルールに則った秩序を北東

会保障、介護など日本から学ぶべきことが

その結果モノづくりとサービス産業の間で

アジア地域に確立するかが問題だ。政治

ある。

不均衡が生まれた。メーカーは国外指向

的な意思が必要であり、国民も、これがう

だが、サービス産業は国内指向である。

まくいけば経済的な利益があるのだから

能力を結合し、比較優位性を利用するこ

多くの資源は輸出産業に流れ、サービス

統合を推進すべきだということを理解しなく

とができ、取引のコストが下がり、国民の

部門の多くは、成長率がマイナスになって

てはならない。域内協力や経済統合が進

所得を守ることになる。日本や中国にとって

きている。そして一人当たりの生産性は低

めば、北朝鮮の核の問題の解決の一助と

も、北東アジア全体としても、協力こそ経

い。製造業に比べてサービス業が深刻な

もなるだろう。戦争には反対であり、朝鮮

済を伸ばす良い方法であろう。

問題になっている。

半島の状況が悪化しないようにしなくては

中国にとって、域内協力は市場や生産

＜李＞

もう一つ問題がある。それは、財閥企

ならない。北朝鮮が少し乱れるだけで、ア

業と中小企業の差であり、とても重要な問

ジア全体に大きな影響が出してしまう。北

韓国経済の現状、韓国の持続可能な

題である。韓国全体の輸出を見ると、財

東アジアの主要経済諸国の平和と繁栄が

発展にとっての課題について述べる。韓

閥企業が輸出の3分の2以上を占めてい

続くことが鍵であり、だからこそ協力・連携

国では、経済成長が減速していることが

る。そして、株式市場の時価総額の50％

し合わなくてならない。

課題である。1960年から2000年の40年

以上は5大財閥企業に独占されている。

＜三村＞

間、韓国の GDP の伸び率は平均7.9％

財閥企業が韓国経済を牛耳っていること

だった。2000年から2010年の間は4％を

は間違いない。財閥企業が大きな役割

今日は3つの話をしたい。一つは北朝

超えていた。それが今や3％以下になって

を経済に果たしている一方、中小企業も

鮮への経済制裁について、もう一つは北

いる。3％という数字自体は悪くないが、韓

役割を担っている。韓国では中小企業の

東アジア経済における北朝鮮の位置につ

国の経済は日本の90年代を追っていて、

労働生産性はとても低い。大企業と政治

いて、そして最後に北朝鮮のリスクとは何

失われた10年になってしまうのかと議論さ

家の癒着という事件があり、大きな問題に

かについて話す。

れている。

なった。サムソンのオーナーである長男が

韓国経済と日本経済は、違う点も似て

贈賄で5年間の実刑判決を受けた。

まず制裁についてだが、8月5日の国連
安保理決議2371号で、北朝鮮の輸出の
中で非常に大きな位置を占めている石炭、

いる点もある。20年前と比べて高齢化が

人口高齢化はなかなか克服できず、移

進み、これは日韓で共通である。民間債

民を即座に受け入れることもできない。政

鉄、
鉄鉱石、
海産物、
鉱石類が禁止になっ

務も増えている。労働効率、金融市場の

府として、ワークライフバランスをより向上

た。9月11日の決議2375号では、石油製

効率、サービス業などで製造業に比べて

させるため、労働環境の改善を考えてい

品の北朝鮮への輸出を制限し、原油輸出

生産性が低いという共通要因もあり、さら

る。出生率を短期的に引き上げるのは難

を過去12カ月の実績並みにし、衣類・繊

に問題が深刻化する可能性がある。

しく、より重要なことは、経済効率性を向

維製品の北朝鮮からの輸入禁止が決まっ

韓国経済は3％レベルの成長を持続で

上させることだ。制度を改善し、特に労働

た。北朝鮮の2016年の輸出額の90％が

きるのか。長期的な成長には、人口と技

市場、金融システムの効率性を高めること

禁止品目になる。

術の2つが重要である。人口の変化は20

である。また、政治制度を改善することも

北朝鮮はもう終わりのように見えるかもし

年前の日本と同様で、20年遅れて同じ道

求められている。政策立案、政治家の腐

れないが、逆に、北朝鮮は核やミサイル

をたどっている。労働人口が減り始め、労

敗など、問題の根は日本と似ている。市

の開発を続け、アメリカが折れてくるまでチ

働者を増やすことができず、それを成長の

場のグローバルランキングでは、韓国は日

キンレースを続ける必要があると判断した

エンジンにはできない。女性一人当たりの

本よりもずっと下にランクしている。制度の

と思う。制裁による影響は大きく、北朝鮮
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経済は鈍化を余儀なくされるが、北朝鮮

きる。北朝鮮にまつわる問題が解決する

鮮の世界貿易に対する割合は世界平均

が核やミサイルの開発を止めるという効果

ことによって、この地域の経済交流が盛ん

並みといえる。

はゼロかマイナスであり、もっとエスカレート

になることによる心理的あるいは直接的な

して、アメリカが折れるところまで行くことに

経済効果の方が、北朝鮮経済自体への

北朝鮮が長距離ミサイル、核兵器を開発

なるだろう。制裁によって北朝鮮の側は死

影響よりも大きいと考える。その効果がど

し、域内でも世界的にも大きな問題になっ

ぬ覚悟となり、逆に追い詰められているの

れ位になるかはまだ計算できていない。今

ている。北朝鮮経済の構造変化は、北

はアメリカの方だ。何をやっても北朝鮮は

のところ、そういう見方で北東アジアを見る

朝鮮が対外的なショックに対してより脆弱

核開発をやめようとしない。出来ることが狭

ことができるという問題提起にとどめておき

性を深めていることを意味する。したがっ

まってきて、最後は軍事的なオプションを

たい。

て、今回の制裁はうまくいくかもしれない。

使うということも検討せざるを得ないところま
で追い込まれている。本当に戦争を起こ

北朝鮮がそれほど孤立していないからだ。

＜金＞

制裁がうまく効いてくれば、貿易や市場に

すということになると、北朝鮮の核ミサイル

毎日のように核兵器の話、長距離ミサ

はまだアメリカには達することができないの

イルの話が続いている。北朝鮮は2500

で、結局、在日米軍基地を核で叩くという

万人の国民しかいないが、その存亡がか

制 裁がうまく効けば、北 朝 鮮は交 渉

ことになるだろう。そうなると日本のアメリカ

かっている。生活していくには、経済が肝

のテーブルに戻ってくるだろう。対話が

への信頼も地に落ちることから、アメリカと

心だ。三つの観点から北朝鮮の経済を考

スタートし、非 核 化や経 済 協 力につい

しては簡単には出来ないとは思うが、そう

えてみたい。

影響を及ぼし、体制へも影響が及ぶ。そ
れは中国の出方にかかっている。

て展 開 があるかもしれない。うまくいく

まず一人当たりの所得はとても低い。推

と、南 北 朝 鮮 統 合 へ 繋がるかもしれな

計だが一人当たり所得はおよそ750ドル、

い。経済的な推計によれば、北朝鮮が

リスクを先にお話しする。北朝鮮のリス

韓国の一人当たり所得の3％以下で、南

韓国の経済と統合した場合、北朝鮮は

クは、幅が広い。すなわち、アメリカの先

北間で大きな所得格差がある。北朝鮮は

30～40年にわたり年間6～15％成長する。

制攻撃、核なのか通常兵器なのかはわ

1990年代の中盤から後半、非常に苦しん

韓国の経済も0.1～1％の幅で同時期に成

からないが、最悪の場合は先制核攻撃と

できた。およそ60万人が餓死したと言われ

長できると推計される。日本にも利益があ

いうことから、場合によっては交渉が一気

ている。最近の北朝鮮経済は、低成長で

る。日本経済は10年間で2500億ドルの利

に進んで米朝国交正常化、日朝国交正

はあるが回復途上にある。金正恩政権下

益を得られるという推計がある。

常化というところまで、かなり広い幅があ

でこの4、5年、経済は大体1～2％の成長

る。戦争だけではなく、平和になることも

を示している。いまは、危機的状況にはな

一つの大きな変化であり、これまでの北東

い。

いう危険性も低い確率ながら出てきたと思
う。

大きな災いか、繁栄か、北朝鮮にはぜ
ひ正しい方向を選んでほしい。

＜バトナサン＞

アジアにおける秩序が劇的に変わるという

北朝鮮の経済構造はかなり変化してき

意味では、これも大きなリスクであると思う。

た。一つは市場化である。北朝鮮の家計

それは北東アジア経済における良い変化

は、もはや公的な仕事に依存していない。

であろう。経済規模においても他の地域と

にはつながるが、秩序の変化ということに

生き残っていくために、非公式な市場、交

は大きく違うし、市場規模、人口規模にお

この地域は、世界の中でも特異な地域

関していうと、予測不可能な幅が広すぎる

易、雇用などがかなり進んでいる。外国

いても、文化、言語、位置、ライフスタイル

ということが特徴である。

貿易でうまくいった人が資金提供し、それ

という意味でも大きく異なっている。こうした

北朝鮮の核問題が解決して、北朝鮮

を原資にして公的機関にまで金を貸して

ことから、一方では北東アジア各国の協

がこの地域の経済あるいは国際的な関係

いると言われている。非公式の民営化も

力は難しい面があり、他方では補完的で

の中に戻ってくるとすれば、それが経済に

進み、レストラン、キオスク、輸送手段など

協力に大きな余地がある。この補完性を

与える影響は、北朝鮮経済自身の復活に

がある程度民営化されている。家計の所

協力の開始点にできればと考える。

よる輸出の増加といったものよりも、周辺

得の7～9割が非公式経済から得られてい

国が核問題や軍事的対立から解放される

る。これは政府のコントロール外の話だ。

ゴル経済は、2000年から2013年まで大き

ことによる効果の方が大きいであろう。韓

生き残るため、家計は市場に依存してい

く成長した。モンゴルの GDP 成長率は、

国は軍事支出を相当下げることができると

る。

2011年に17％に達した。しかしその後、

思うし、南北間での経済交流も進む。中

42

しかし今、状況は深刻化してきている。

二つ目は、開放性だ。多くの人たちは、

モンゴルの現状について述べる。モン

大きく低下した。モンゴルは現在、経済的、

国と韓国の間の陸路での交通も始まるか

北朝鮮経済は社会主義経済だから孤立

社会的問題に直面している。対外債務、

もしれない。中国東北地方が北朝鮮と近

していると考えがちだが、そうとも言えな

国際収支問題、為替高という問題があり、

いことによって敬遠される、という状況も少

い。貿易の開放度をみると、実は北朝鮮

失業率が高く、地方と都市部の格差といっ

しは良くなる。ロシア極東にもそういう効果

は開放的だ。中国と多くの貿易をしている

た問題に直面している。モンゴル政府は、

が及ぶかもしれない。新潟など日本海側で

し、貿易の GDP に占める比率は約50％

経済の自由化を進め、外国との貿易を促

も、良い影響を受けることを大いに期待で

を占める。世界平均が58％だから、北朝

進してきた。そして、直接投資についても
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海外から受け入れることで、経済改革を

し、いわゆるロシア危機の引き金の一つに

源を開発して輸出するものだったが、アジ

始めた。しかし、こうした政策は、モンゴ

なっていた。油価の下落とほぼタイミング

アとの統合、あるいは東方シフトを進める

ル経済の不安定さを打ち消すには不十分

を同じくして、ウクライナの問題に係る制裁

ためには、国内外から民間投資を引き付

だった。

が2014年から始まり、その二つの出来事

けて輸出を増やしていく、地域の経済自体

モンゴルは山岳地帯が多く、輸出業者

がロシアの2015年、2016年のマイナス成

を振興させていく制度を作る必要があると

は高い輸送コストを払わなければならな

長の引き金を引いたことになる。外的要因

している。具体的には、社会経済先行発

い。極端な大陸性気候を特徴としており、

のほかに国内の要因として、例えば、外

展区という特区制度が導入されているが、

生産者は建設や暖房費にも高いコストを

国からの借り入れに過度に依存する、特

それを周辺のより広い地域に効果を広げ

負担しなくてはならない。また、市場規模

に国営セクターが過度に依存している構

ていくような制度を考えていく必要がある、

が非常に小さく、モンゴルでは規模の経済

造があったことが、危機が起こったときに

ということを彼は主張している。

を活用することができない。これらは変えよ

その状態を一層悪くする要因となった、と

うがない。経済における問題点としては、

ミナキル氏は見ている。

競争力に欠けるという問題だ。自然環境
の理由もあって、競争力が得られない。

そうした中で、ロシアでは最近、東方シ
フトという政策がとられている。基本的に

続いて、北東アジアの地域協力につい
て私なりに考えていることを述べ、論点の
一つとして取り上げていただきたい。５つ
のことを順番に説明する。

生産コストと輸送コストを下げることに

は、東アジア経済、アジア太平洋経済の

一つは、北東アジアは非常に難しい地

よって輸出財の競争力を向上させるため

ダイナミズムをロシアに取り入れていこうとい

域だということである。北朝鮮の問題がい

に、モンゴル政府は近隣諸国との貿易が

う考え方である。ウクライナ問題の発生以

ま話題になっているが、それを除いても世

増加するような政策を講じてきた。日本と

降、西側との関係が悪化する中で、特に

界でも有数の大国が複数存在し、お互い

経済連携協定（EPA）を結び、韓国との

強調され注目を集めるようになってきた。東

に協力と牽制をしながら付き合ってきてい

EPAも検討している。モンゴルは、イン

方シフトをすることによって、資源の輸出が

る。残念ながら地域で協力を深めるには、

フラ開発を考えている。経済での競争力

拡大し、外貨収入が増える。しかも、東ア

相互信頼が醸成されていない。

を向上させるには工業化を進めていくこと

ジアの国々は、西側ほど価値観を押し付

もう一つ特徴的なのは、主要国間で二

だ。付加価値の高い産業を向上させ、輸

けて自分たちの有利なルールを作るような

国間のチャンネルが相対的に力を持って

送コストを下げる取り組みを行う。このよう

ことをしない。この東方シフトは比較的簡

いる。日中間、日韓間、日ロ間、あるいは

にモンゴルは北東アジアの経済協力に参

単に実現するのではないかとロシア国内

ロ中間、中韓間などの二国間チャンネル

加し、経済の競争力を向上させる政策を

では議論されている。その背景として、ロ

があるが、それ以外の国が二国間チャン

強化する必要がある。

シアでは三つの神話、すなわち一つは、

ネルに入っていけないという構造がある。

＜新井＞

東アジアの国々はロシアの天然資源を必

制 度 的 協 力 が 欠 けているという話

要としている、二つ目は、東アジアの国々

が あった が、北 東 アジアに は EU や

ロシアについては、我々の研究プロジェ

はロシアに対して多額の投資をすることが

ASEAN のようなものはない。いくつか協

クトのメンバーであるロシア科学アカデミー

できる、三つ目は、西側で閉ざされた技術

力の枠組みがあるが、例えば ESCAP は

極東支部経済研究所会長のミナキル氏

を東アジアの国々から導入することができ

北東アジアの国々を全部含むが、あまりに

が急用のため来日できなくなったので、彼

る、ということが言われている。

も大きすぎて必ずしも北東アジアに注目し

が話したかったであろうことを紹介する。

ミナキル氏の見解としては、現実は必ず

ているわけではない。北朝鮮を巡る六カ

20ページほどのペーパーから適宜ピック

しもそうではない。まず、東アジアの国々

国協議は、経済というより安全保障を対象

アップして、私なりの解釈も入れつつ説明

は、長年にわたって資源の供給元の多様

にするが、ここにはモンゴルは入っていな

する。発表のタイトルは「ロシアの東方シフ

化を進めてきた。二つ目の資金に関してい

い。実際には、モンゴルは南北朝鮮と外

ト－神話と現実」である。
「神話」というの

えば、中国の銀行といえども、制裁の影響

交関係を持っているのでいくつか重要な

はロシア国内で一般に言われていることで

を受けてロシアには必ずしも投融資が簡

役割を果たしているが、六カ国協議のメン

あり、それが現実と合わせてみた時にどう

単にできるわけではなく、彼ら自身アメリカ

バーには入っていない。大図們江イニシア

かということを論じている。

や EU との経済関係があるから、それを

チブ（Greater Tumen Initiative; GTI）

ロシア全体の状況は、経済成長の推

犠牲にしてまでロシアにお金を出すことはし

という国際協力の枠組みがあるが、ここに

移と原油の値段に注目すると、原油の値

ない。三つ目の技術に関していえば、日本

は日本と北朝鮮が今はメンバーではない。

段が高い時は経済が成長し、原油の値

にはある程度あるが、東アジア全体として

日中韓の FTA 交渉、RCEP の交渉は、

段が下がると成長率も下がる、あるいはマ

必ずしもそれほどの技術があるわけではな

ロシアとモンゴルは入らない形で今は進め

イナス成長に落ち込むという形になってい

い。

られている。

る。油価に過度に依存した経済というの

そうした状況を踏まえて、ロシアの極東

多国間の協力体制がないが、ミクロに

がロシアの構造的な課題の一つである。

発展のためにどういう政策を採ればいいか

視点を転じると、大陸内の各国の間は鉄

実際に2015年、2016年はマイナス成長

を論じている。これまで極東の開発は、資

道、道路などで大体つながっている。国
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境の街では観光や交易に活気があるが、

を考える上でも非常に重要な動きではない

ちょっと見えにくいところがある。中ロ国境

かと考えている。

の満洲里は中国国内に位置するが、看
板の一番大きい文字がロシア語で、ロシ

解の不足だと思う。お互いに相手のことを

＜河合＞

実はよく理解していない。これだけグロー

ア人の観光客や買物客を対象にした店が

以上、極めて興味深い発表を各国と北

バル化が進んでも、大きな認識ギャップが

並んでいる。店の前ではロシア語の呼び

東アジア地域の観点からいただいたが、

存在している。日本と北朝鮮の人たちとの

込みテープが流れている。中国語が小さ

それらを踏まえて、パネリストの方々から、

間の認識ギャップは巨大なものがあり、よく

く書いてあり、モンゴル文字もある。このよ

異なる意見があったり、他のパネリストへの

往来している日本と韓国、日本と中国、中

うに国境ではいろいろな動きがあり、国境

コメントがある場合、ご発言をお願いした

国と韓国でも、危険なほどの大きな認識

の街に行くといろいろなものが見えてくる。

い。まず高原先生からご発言ください。

ギャップがある。例えば、日中関係が緊張

しかし、このような状況は日本にいると見え
ない。北京やモスクワにいても見えないが、

しているのは全部中国のせいだと思って

＜高原＞

いる日本人が多いが、中国には全部日本

大きく二つの領域に話を分類できると感

のせいだと思っている人がたくさんいる。こ

しかし最近は、国境における点の協力

じた。一つは、それぞれの国内の経済発

うした認識ギャップのベースは、情報ギャッ

を線の形にしていこうという動きが出てきて

展の問題で、
どうすれば経済を発展させる

プだ。お互いが得ている情報が違い、そ

いる。一つは、ロシア極東の開発と中国

ことができるのか。もう一つは、国際協力

れが原因となって不信感が募っている。こ

の一帯一路開発で、中国からロシアの港

をどうやって進めていくのか、である。

の不信感をどうやって解消するかが、北

日本ではさらに見えない。

を通って日本やアジア各地へ運ぶような物

最初の点について、鍵となるのはそれ

流ルートが、ここ2年ほど活発化してきてい

ぞれの国の国家の在り方の問題ではない

る。黒龍江省からの荷物をロシアのウラジ

か。少子高齢化に代表されるように、様々

影響力が大きいのはメディアだが、
メディ

オストクやナホトカ港へ出す、あるいは吉

な深刻な社会問題に直面している国が多

アの報道ぶりを変えるのは難しい。商業

林省から貨物をロシアのザルビノ港に出し

い。そうした社会問題を克服し、どのよう

的な問題もあるし、政治的な制約がある国

て船積みし、最近一番多いのは中国の南

に生産性を上げ成長を続けていくのか、こ

もある。マスメディア以外の方法も考えな

側、上海や華東地域まで船で運んでいく。

れが各国共通の大きな問題になっているこ

ければならない。一つはミクロ的な、人と

東アジアにおいて非常に大きな課題であ
る。

国内貨物の輸送にロシアの領土を使い、

とがよくわかった。生産性を上げるために

人との交流を地道に増やしていく。もう一

さらに韓国や日本へ運ぶようなことも少しず

イノベーションや自由化、規制緩和をどう

つは非伝統的な安全保障の領域におけ

つ動き出している。もう一つは、一帯一路

やって進めていくのか、という課題がそれ

る協力であり、実に多種類で、非常に実

とロシアが中央アジア諸国と一緒に進めて

ぞれの国にあると思う。単なる規制緩和や

質的で、中身のあるものが行われている。

いるユーラシア経済連合の枠組みで、中

自由化だけだと格差が拡大していく、とい

例えば、海賊対策のためにソマリア沖で日

国からヨーロッパまで直通で貨物列車を走

う問題にも各国は直面している。

本の海上自衛隊が船を守っているが、日

らせることがここ3年ほどで非常に活発に
なってきている。

かつてデジタルデバイドという言葉が

本の海上自衛隊が守っている船のうち外

あったが、いわば Globalization Divide、

国船は、日本が法律を変えて守っている。

最後に、地方と地方の協力を北東アジ

自由化や対外開放によって被益する人た

一番多い外国船は中国船だ。そういうこと

アの地域協力の弾みにできないか考えて

ちと、利益を得ない人たち、すなわち自分

を中国の人は知らないし、日本人も知らな

いる。国内課題としての地域開発をどう

は損をしていると感じている人たち、ある

い。そのような事実を多くの人に広報して

やって進めるか、という文脈の中で、北東

いは外国人に一度もあったこともない人た

いくことが大切だと思う。

アジアの地域協力を強化していくことが考

ちとのグローバリゼーション・ディバイドがさ

新井氏からはとても大事な提案があっ

えられるのではないか。ロシアは極東の開

らに進んでしまう可能性があり、そういう社

た。地方と地方から突破できないかという

発を進めようとしている。中国も東北部の

会問題がさらに悪化してしまう悪循環に陥

もので、とてもいいアイディアだと思う。地

開発が非常に重要な課題の一つとなって

る可能性もある。

方自治体ができる役割はあるが、結局のと

いる。GTI は中国、韓国、モンゴル、ロシ
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もう一つの国際協力については、国際
協力を妨げている障害の一つは、相互理

そこで 何 が 大 事 な の かというと、

ころ、そうした協力の大きな部分を担うの

アの4カ国の政府で進めている国際協力

Inclusive Growth、要するに皆が被益

は企業だと思う。したがって、企業のネット

だが、国土全体をカバーしているわけで

するような発展でなければならない。ここ

ワークづくりをどうサポートしていくか、どう

はなく、それぞれの国の一部であり開発を

で役割を果たさなければならないのは、政

やって地域経済を活性化し、地域の企業

進める必要がある地域を取り出して、4カ

府ということになる。その政府が富の再分

を強くたくましいものにしていくのか、という

国で協力して進めていく考え方で動いてい

配、機会の平等化を実現できるかどうか。

ことが大切になる。

る。これは非常にユニークな取り組みだと

政府がどのような権力なのか、どのような

思うし、新潟からみると日本海を渡った対

性質を持った国家なのかが厳しく問われ

岸の動きであり、日本海側の開発ということ

ていくべき時代だと思った。
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＜ボズワース＞
トランプ大統領は、言ったことは貫徹す

ERINA REPORT PLUS No.139 2017 DECEMBER

ると思う。経済統合に大反対であり、アメ

に経済活動上のメリットだけではなく、人と

く予見不可能だ。過激な発言をするかと

リカは経済統合のリーダー的な役割を政

人との交流促進という意味でも有意義だろ

思うと、非常に懐柔的にものを言う。見極

府レベルでは果たせない。しかし、アメリ

う。それは経済成長に貢献し、相互理解

めがつかない。多くのアメリカ人は、もっと

カ人全体が貿易に反対だというわけでは

にも資することになる。貿易や投資を民間

オープンな話し合いをした方がいいというこ

ない。世論調査の結果を見ても明らかだ。

企業ベースで拡大していくことも同時に重

とに賛成していたが、なかなか前進できな

一部の人は確かに貿易に反対だが、かな

要である。また国境を越えてインフラ協力

かった。やはり中国が直接関わらないと難

りの人は賛成派である。統合に関する問

を行い、連結性を高めていくとも重要だ。

しい。

題は、北東アジア自身が前進することがで

いずれも相互理解と経済活動に資する活

きるのか否かに関わる。
トランプ政権以前、

動だと思う。これは ERINA 自身が特に

えないだろう。アメリカはこれを受け入れ、

アメリカは経済統合の強力なサポーター

焦点を当てて研究・活動を行っている分野

飴と鞭を使い分け、妥協しながら前進する

だった。今後、アメリカ抜きでやれるのか、

である。

ことになるのではないか。現段階における

ということだ。今まではアメリカのリーダー

北朝鮮が核兵器を放棄することはあり

ではフロアを交えて質疑応答に移りた

オプションは限定的だ。大統領の立場が

シップ頼りの面が強かったが、トランプ大

い。質問に応じられるパネリストに答えてい

どうなるか見極めがつかず、現段階は暗

統領は統合から抜けると言っている。アジ

ただきたい。

中模索で、はっきり物事が見えない。

アだけで団結し、自らの道を切り開けるか

＜フロア質問＞

どうかが試されている。
試金石となるのは、TPP を動かせるか
どうかだ。アメリカが退いている分、アジア
が自らの意思で積極的に進められるかどう

質疑応答
＜フロア質問＞

北朝鮮の成長率については別の数値
が発表されているが、これはどういう風に
みたらいいか。次に、高原先生が中国の

アメリカは北朝鮮が自滅するという大前

地域統合についてヒエラルキーという言葉

域内の国々のためであり、今後どうなるか

提でやって来たと思うが、トランプ大統領

を使われたが、違和感があり、その意味

見極めていきたい。アメリカ抜きの TPP イ

が金正恩と話をすると言ったことで新たな

することなどを伺いたい。

レブンが進むのか、膠着してしまうのか、

展開が出てきたと思う。アメリカの北朝鮮

他の方法を取るのか、見極めていかなけ

への見方が変わってきたのには何か原因

かだ。アメリカの経済利益に適うことより、

ればならない。もしかすると、そうしている

があったのだろうか。北朝鮮問題はこれか

間に中国が出てくるかもしれない。長期的

らどういう動きになるのだろうか。

北朝鮮は統計を開示していない。韓国
銀行の推計によれば、2012年から昨年ま
での成長率は、平均1.2％で、昨年は3.9％

には中国が出てくることが大きな影響を与
えることになるのではないか。そうすると中

＜金＞

＜金＞

だった。鉱物輸出による外貨収入や出稼

国を含む再交渉が必要になる。例えば、

北朝鮮が核実験、長距離ミサイル実

ぎ送金なども含めて7～10％の成長という

TPP ではなくRCEPということになるのか。

験を行ってしまった今、アメリカはアプロー

見方もある。制裁の影響について一つ事

これから1年位は興味深い展開になるだろ

チを変えるということはないのではないか。

実として指摘したいのは、中国が本格的

う。

対話は重要だが、
うまくいっていない。
もし、

な制裁を始めたのは今年3月からだ。した

長期的に政権を維持したいという北朝鮮

がって今後、年末から来年にかけて、効

＜河合＞

の目的が変わらないとすると、北朝鮮の挙

果を見ていかなければならない。

今年の前半から、TPP イレブンの参加

動を変える唯一のやり方は、制約を変える

国はアメリカなしで協定を発効させるため

ということになる。私は、制裁が効くので

＜高原＞
先ほど話したのは、もし中国がヒエラル

の交渉を進めている。一部の条項を凍結

はないかと思っている。制裁が本当に効

して協定を発効させることについて11カ国

果を発揮してほしいと願っている。そして、

キカルな秩序を求めるならば、すべての近

は基本的に賛同している。これがうまく進

できるだけ早くそれを解除することを望んで

隣国からの反発にあうだろう、
というようなこ

いる。制裁が長く続けば続くほど国民が苦

とだった。なぜそのような懸念が出るのか

しみ、国民が苦しめば南北統合の芽も閉

がポイントの一つだと思う。習近平国家主

ざされてしまう。

席が外国を訪問するのは、相手国の元首

3

むかどうか見極めなければならない 。
高原先生のコメントに続けて述べると、
国際協力によって北東アジア各国の経済
成長に貢献する上で、例えばインバウンド
観光を進めることの意味が大きい。中国あ

格の人が中国に先に来てからだ。自分か

＜ボズワース＞

ら先に行くことはしない。例外はアメリカだ

るいは北東アジアから大勢の観光客が日

交渉にトライするのはいいが、あまり大き

け。アメリカは別格だ。それは一例にすぎ

本を訪れ、また逆に日本から中国、韓国

な希望は両サイドともにかけられない。ま

ないが、そのようなことがあるので、周りの

などへの観光客が増えるようになれば、単

ずアメリカサイドとして、
トランプ大統領は全

国々は非常に心配しているのが実情だ。

3

米国を除くTPP11カ国は、11月に20項目を凍結して TPP 協定を発効させることで大筋合意に達した。
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＜宋＞

く、補完的な国である。日本で必要とされ

可能性があると思う。

中国が一帯一路や AIIB を提案するの

る鉱石類をモンゴルから輸出し、日本はモ

ソウルから中国の瀋陽まで高速鉄道だ

は、第一に急速にグローバル化が進んで

ンゴルの生産技術を改善するために支援

と3時間弱、一般の鉄道でも9～10時間ぐ

いることを受けてのことだ。グローバル化

できるという意味で、大変良い機会が存在

らいで行けるようになる。ソウルから北京ま

の進展と協力を切り離して考えることはで

している。ただ、このプロセスは十分進ん

で高速鉄道でつながれば、6時間を切る。

きない。第二に、中国はいま大きな問題に

でおらず、さまざまなプロジェクトで今は手

パリからミュンヘンまでと同じだ。そういう経

直面している。この問題に対処するため

いっぱいになっている状況だ。

済圏がこの北東アジアに誕生するのは、

に、中国政府は国内改革を進め、さらに
国際協力をやっていきたいと思っている。

夢物語ではない。ソウルと中国の丹東とい

＜フロア質問＞

う国境の町までの500キロを高速鉄道で

私は2005年まで外務省で北朝鮮を担

つなげば、来年に北京から瀋陽まで高速

受け入れ国側にも利益がある。相手が嫌

当した。北朝鮮情勢は劇的に変わるので

鉄道が開通するので、ソウルから北京ま

がることをやるほどの力は中国にはないと

はないかと思っている。北朝鮮は東アジ

でがつながってしまう。北東アジアにおけ

思う。中国の経済は成長し、相手国に対

アで最大級の金鉱山を持っているし、
延坪

る一帯一路は、500キロとか800キロとか、

して重要な影響力を持っている。その中

（ヨンビョン）島の沖にはリビアと同じぐらい

1年で線路が作れるような短いところに大き

の原油埋蔵量がある。こういう国が開放

な経済が集積している。中央アジアのタジ

経済になった場合、劇的に地域経済が変

キスタンとかキルギスに投資する位なら北

この国際協力は一方通行のものではなく、

でその役割を果たしているのだと思う。

＜フロア質問＞

わってくると思う。しかし、我が国の政府

朝鮮に投資した方がずっと儲かる、そんな

日本・モンゴル EPA で、モンゴルはどの

だけではなく、それ以外の政府も含め、今

風になると私は思う。

ようなメリットを感じているのだろうか。モン

後どういう地域協力の在り方が望ましいか

北朝鮮問題が解決すれば、かなりの可

ゴルの対日輸出は刺激されたのだろうか。

についてまだ議論を明確にしていない。今

能性でそういう方向に向かっていくだろう。

また、モンゴルから日本に輸出するときは

日はそういう話も聞けるかと思ったが、過

我々が考えている今の北東アジアの秩序

中国かロシアを通らなくてはならないが、ロ

去や現状の話だけだった。ぜひそういう観

はかなり大きく変わる。現状に安住してい

シアや中国を含めた多国間的な関係を強

点から、もうすこし未来志向の考え方をお

るビジネスは、平和リスク、繁栄リスクを抱

化する必要があるのではないか。

示しいただければと思う。

えるようになる。そういう意味で、我々の固

＜バトナサン＞

＜河合＞

定観念を大きく動かす可能性があるのが
EPA 締結後、実はモンゴルの日本へ

フロアから大変有益な示唆をいただい

韓国にとって、北朝鮮問題が解決する

の輸出量は減っている。これは署名から

た。残った時間で、それぞれのパネルメン

ことはもっと大きな意味を持つだろう。我々

すぐの短期間のことであり、今後 EPA か

バーに将来の見通しについて言及してい

の研究所がある新潟にとっても大きな意味

らのよい成果が得られてくるのだろうと思

ただきたい。北朝鮮を含め、北東アジア

があり、2006年7月に万景峰号が新潟に

う。モンゴルの輸出品は、農産品や鉱産

の協力をどう見ているか伺いたい。

来なくなって10年以上経つが、またそうい

品だ。鉱産品は高い輸送費がかかってお
り、中国以外の国へはなかなか輸出でき
ないでいる。しかし、農産品では日本向け
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朝鮮半島情勢だと思っている。

うつながりが出来ていくだろう。

＜三村＞
北朝鮮の問題が解決するということは、

＜李＞

も含め大きなチャンスがあると思っている。

簡単な例でいうと、東南アジアの例があ

経済協力を推進しようとしても、明らか

ただ、そこには技術的な問題、例えば衛

る。冷戦後、東南アジアは血生臭い地域

に政治的な制約がある。歴史問題や領

生検疫の問題があり、我々の農産品を日

だったが、今ではビジネスが円滑に行われ

土問題など、昔の問題が解決されていな

本に単純には輸出できない状況にある。

ている。ベトナムと中国の国境などに行く

いということだ。さらに北朝鮮の問題で全

日本との合意では、今後モンゴルの農産

と、国境の垣根が実に低くなっている。ロ

体が難しくなっている。ただ昔の制約ばか

品を日本に輸出できるように、日本側からい

シアと北朝鮮の間の境界は今でもスムー

りを強調し続けていると、なかなか未来が

ろいろな支援をすることが明言されている。

ズだが、北朝鮮と韓国の間の境界も普通

開けない。フロアからのコメントの通り、もっ

しかしモンゴル政府は、どのような支援が

につながっていく、線路もつながれば、高

と未来志向で物事を見なければならない。

必要かまだ特定できていない。新しい政

速道路も、人の動きもつながる。新潟から

平和と繁栄のための経済統合の望ましい

権の下で、このプロセスが開始されるよう

北京まで行こうと思うと、北朝鮮の上を飛

姿とは何か、もっと考えるべきだと思う。

に望んでいる。
日本からの輸入品としては、

ぶ方が早いが、今はそういうような飛び方

域内協力について日中韓でいろいろ考

自動車がある。日本からモンゴルへの輸

ができない。我々は北朝鮮の問題がある

えてきた者として、20年前に比べてかなり

出の70％が自動車となっている。その他、

ので北東アジアはうまくいかないと思い込

の進展が起こっていると思う。例えば、日

鉱山業関連の技術・設備等が輸出されて

みがちだが、実は東南アジアと同じ、ある

中韓協力事務局ができ、サミットがあり、

いる。モンゴルと日本は競合する国ではな

いはそれ以上にうまくビジネスが動いていく

閣僚レベル会合もたくさん開催されている。
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そして日中韓の FTA についても協議され

ず始めるべきだと思う。北朝鮮についても、

消えているが、そうしたことも実現してくれ

ている。同じように協働を進め、共に北朝

本質的になぜ核兵器やミサイル開発に取

ば、韓国が島国ではなくなる。日本とは歴

鮮の問題を解決できればと思っている。最

り組んでいるのかを考えなくてはならない。

史的なつながりもある中国の吉林省や黒

終的には長距離ミサイル、核兵器を放棄

北朝鮮はこの地域でモンゴルに次ぐ小国

龍江省にとっても、直線距離で言えば十

してほしいし、経済的にも統合に加わって

であり、これは経済成長のためではなく注

分近いにもかかわらず、対日貿易が遼寧

もらうことが望ましい姿だと思う。未来の姿

目を浴びるためであろう。モンゴルについ

省と比べ1桁、2桁少ないのが現状だが、

を追求するためには、飴と鞭を使い分け、

ては、経済・政治の安定が非常に重要だ。

北朝鮮が変わることで、本当に距離だけ

時には北朝鮮に対して圧力をかけること

北朝鮮もおそらく同じだろう。そうした相互

を考えればよい状態になっていくことが期

が必要だろう。現段階では不確実性が蔓

理解から進めるべきだと思う。そしてその

待できる。

延しているが、長期的にはより統合に向か

後、多国間協定をこの地域で結ぶのは難

い、域内協力を進められるのではないか。

しく、二国間協定で進めていくことを考えな
くてはならないだろう。

＜金＞
もちろん大局を見ることは重要だが、喫

＜高原＞
政治や安全保障の問題が邪魔をしな
ければ、グローバル化、地域統合がどん

＜新井＞

どん進むのが今の時代だと思う。北朝鮮

緊の問題は危機からどうやって脱却する

ERINA は1993年に設立された。その

がもっと変わらないとどうにもならないわけ

かであり、だからこそ制裁がある。FTA

設立に向けていわゆる環日本海経済圏の

で、環日本海経済圏構想の復活もやはり

の話が出たが、日中韓 FTA があれば日

議論が始まった頃、中国は改革開放をす

北朝鮮次第のところがかなりある。今日ご

中韓＋北朝鮮の FTA があってもおかしく

でに始め、変わり始めていた。ソ連ではゴ

紹介があった通り、改革、自由化、市場

ない。北朝鮮はインフラニーズが高く、対

ルバチョフが出てきてペレストロイカを行い、

化などの動きが内部であるのは経済的に

外投資を必要としている。今は北朝鮮が

その時もやはり東方シフトということを言い

は非常にポジティブなことだと思うが、それ

大きな脅威になっているが、もしこの危機

始めた。ERINA が設立された時にはもう

が北朝鮮のあり方を変えるのかというと、

がうまく解決されれば、最大の成長のポテ

ソ連はなくなっていたが、新生ロシアにさら

今のところその兆しはまったく見えない。金

ンシャルは北朝鮮を通してある、ということ

に期待がかかった。北朝鮮もおそらく同じ

正恩氏が、これからの国際環境や国内条

も確かだと思う。

ような道を進むだろう、より市場経済に近い

件の中で政策を変える可能性があるのか

ところに来るだろうという期待もあった。当

どうか、中国のように文化大革命の後で

時、日本海を対立の海から平和と繁栄の

開放政策をとったような道を進むのかどう

海へ、ということがキーワードとして語られ

か、今の状況ではかなり難しいと言わざる

たが、残念ながら今そうなってはいない。

を得ないのではないか。

＜宋＞
中国経済の未来については、国内的に
は楽観的な予測をする人とそうではない人
と、意見が分かれている。楽観的な見通

北朝鮮が国際社会の一員として入ってき

しをする人々は、中国は現行の困難を乗

たときにこの地域はどうなるのか、ということ

り切り、現在の安定した成長率を維持でき

を我々も最近あまり考えなくなったが、改め

ると言っている。反対派は、中国は中進

て心を新しくして考えていく必要があるだろ

国の罠に陥ってしまうと言っている。一つ

うと思った。

クロージングリマーク
ERINA 代表理事・所長

東京大学公共政策大学院特任教授

河合正弘

はっきりしているのは、中国経済が崩壊し

もう少し具体的な話をすると、中国東北

てしまう、もしくは成長率が大きく下がること

からロシアの港を使って日本海に出る物流

は、中国のみならず近隣諸国にとっても望

ルートを考えている。物理的にはつながっ

本日は非常に幅広い議論をした。北東

ましくないということだ。したがって中国とし

ている道路や鉄道が、なかなか商業的に

アジア地域で各国経済が面している構造

ては国際協力を通じてチャンスを見出した

は使えない。余計なコスト、余計な時間が

的な問題に焦点を当て、地域経済協力

いと考えており、中国としていかに国際協

かかり、
時間が読めないなどのオペレーショ

が各国にどのように便益を与えるかを議論

力から被益できるのか、安定した回復を

ンの問題としてなかなか使えない。そこで、

した。

北朝鮮の羅津港を使って出ればいいとい

日本、中国、韓国は同様の経済構造

う話が昔からずっとあった。現状では、少

問題に面している。人口の高齢化・少子

なくとも日本の貨物をそのルートで運ぶの

化の中で、いかに労働生産性を上げてい

地域協力は経済の補完性を高めるとい

は無理だが、北朝鮮が国際社会の中にき

くかという問題に面している。ロシア、モン

う意味で非常に重要だ。地域内で補完

ちんと入ってくれば競争が生まれ、競争を

ゴルは資源国であり、資源をさらに有効に

性を高めることができれば、世界に対して

通じてサービス水準が上がっていく。インフ

活用し、投資により資源の生産を増やし、

この地域としての競争力を持つことができ

ラに関していえば、北朝鮮を縦貫する鉄

輸出を増やすにはどうしたらいいかという

る。この地域は極めて特異な地域であり、

道をロシアのシベリア鉄道と結ぶ話もずっと

課題に面している。国内インフラの制約、

異なる課題があるので、相互理解からま

ある。ガスパイプラインの話も浮かんでは

特にモンゴルの場合は国境を越えるインフ

遂げていけるかが重要だ。

＜バトナサン＞
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セミナー報告

ラ構築を進めなければならない問題があ

GDP が非常に小さいのでこれらの比率が

FTA を結ぶと、極めて大きな便益が生ま

る。一見矛盾するが、ロシア、モンゴルは

高く見えるというのが実態ではないか。貿

れることになろう。

同時に、資源だけに依存するのではなく、

易や対内直接投資の制度をより開放的な

このように、北東アジアは非常に大きな

多様な経済構造を整える必要がある。モ

ものにして、中国の改革開放の方向に乗

潜在性を持った地域だが、今の政治状

ンゴルでは、かつて有力だった製造業が

り出していくことが北朝鮮にとって経済的

況の中で潜在性の多くが発揮されていな

衰退してきており、再生させなければなら

にプラスになるのは間違いない。北朝鮮

い。そうした潜在性を発揮させるためには、

ないと考えられている。ロシアも製造業を

では人的資本や国内インフラが弱いことか

言うまでもなく指導者である金正恩氏が変

強化したいと努力している。

ら、人的投資とインフラ投資をもっと行うこ

わっていく必要があるが、米国ならびに域

北朝鮮は、言うまでもなく市場経済をき

とで、北朝鮮経済が大きく発展する余地

内国である日本・中国・韓国・モンゴル・ロシ

ちんとした形で導入し、様々な経済開放・

がある。北朝鮮の政策が変わり、改革開

アも絶えずそうしたダイナミックな未来を展

改革を進めていくことが課題だろう。市場

放に動き出すと、北東アジア地域全体が

望して、様々なイニシアチブを進めていく

経済は事実上あるが、これを制度的に確

大きく動き出す潜在性を持っている。数年

必要があろう。

立する必要がある。経済の開放度をみる

前から日中韓 FTA の交渉が続いている

と、GDP に占める貿易の比率や直接投

が、その三か国を中心にロシア、モンゴル、

資の比率は比較的高く開放経済だが、

北朝鮮が参加して、北東アジア広域的な

［翻訳：ERINA］

ERINA賛助会セミナー

対ロシアビジネスの現状・課題・展望－日揮の多角的展開を中心に－
月

日：平成 2 9 年 9月2 1日

場

所：メディアシップ2 階

講

師：日揮株式会社営業本部本部長スタッフ

日報ホール

１．ロシアにおける活動
日揮株式会社は英語でJGC Corporation、

件とウラジオストク案件は我々が投資した
事業だ。

ほしいとの依頼があった。
当時81歳の日本
のおじいちゃんが「我が社はロシアに投資

次に、
ここに至るまでの経緯を説明す

したい。
何をやればいいか」
と言うので興味

ロシア語でもJGCコーポレーションという。
ロ

る。2012年に初めて参加したサンクトペテ

を持たれたのか、
スピーチが終わって早速

シア人には「JGC」の発音は難しいようだ

ルブルク国際経済フォーラム
（SPIEF）
で、

ハバロフスク地方のシュポルト知事が飛ん

が、
それにもかかわらず、我々の野菜事業

ロシアの独立系ガス会社NOVATEKのミ

で来て名刺交換し、
「 ぜひハバロフスクに

「JGC Evergreen」でロシア人が自然に

ケルソンCEOと遭遇した。当時、我が社で

来て現地を見てほしい」
と言われた。
その

「JGC」
と言ってくれているので、非常に感

はヤマールLNGプロジェクトに取り組むか

年の10月にハバロフスクとウラジオストクを

どうか考えていたところだった。
そして2013

訪問した。面談の際、
「日揮はプラント会社

激している。
日揮の本社は横浜にある。
ロシアでは3つのプロジェクトを行ってい

年に一部を受注し、
建設作業を始めた。北

だが、
ハバロフスク地方が困っていることを

る。一つはヤマールLNGプロジェクト。北極

極圏での非常に厳しい気候条件の下、第

言ってくれれば、
それに対して何ができるか

圏のヤマール半島でLNG生産設備を建

1系列の稼働に向けて頑張っているところ

考えて提案する」
と言うと、
まず「野菜に

設中だ。2番目はハバロフスク市でのグリー

だ。

困っている」
と言う。当時のハバロフスク地

ンハウスプロジェクト。
温室栽培事業に投資

ヤマールでLNGプラントを建設し、ハバ

方には温室が無かった。
ソ連時代にはあっ

して、
トマトとキュウリを作って販売してい

ロフスクではトマトとキュウリを作っていると

たが、
ソ連崩壊後に無くなった。中国から

る。3番目はウラジオストク自由港での外来リ

言うと、
ロシア人は皆きょとんとする。頭の中

野菜を輸入しているが、中国の野菜は農

ハビリ事業。既に会社をつくり、来年1月の

でLNGプラントとトマト、
キュウリが結びつか

薬も使われていて、
皆が安全性を心配しな

開業に向けて準備をしている。

ないからだ。
これも、
きっかけは2013年の

がら食べているという。地方政府からは全

SPIEFに出席したことだった。

部で4～5件の案件が提案されたが、最初

ヤマールLNGプロジェクトでは、我々は
建設請負業者の立場で、投資家ではな
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加藤資一

SPIEFの「極東発展に関する分科会」

に出たのが野菜の話だった。

い。超大型プロジェクトで、
日揮は25%の

の事務局側から当社の重久吉弘・元日揮

社内にはアグリチームがあり、早速検討

シェアを持っている。他方、
ハバロフスク案

グループ代表（当時）
に5分間スピーチして

を開始した。私自身は営業本部所属、一
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方、
インフラ統括本部がこの事業を統括し
ているが、私の主要担当地域の一つがロ
シアであり、営業として支援する形で私自
身も最初から関わっている。投資が決定
し、温室施設も建設し、2016年4月末に開
所式を行った。市場でもスーパーでも売っ
ているということで、
非常に好評を博してい
る。
そこで、
追加投資を行い、
第2期の拡張
工事を行い、
今年10月に完成する。
次に、
なぜ日揮がウラジオストクで医療
事業、
まずはリハビリ事業をやるのか。
日揮
は過去30年に300件以上の病院を建設し
た実績を持っている。
ただし、
建設するだけ
であって、
運営事業はしてこなかった。
しか
し最近は建設だけでなく、2008年に東京
都の松沢病院をPFIで運営したり、昨年カ
ンボジアで病院運営をやり始めたりという
流れもあり、
ウラジオのリハビリはその一環と
して位置付けられる。
2015年9月、
ウラジオストクで開催された

領令にサインし、
三井物産の飯島会長と日
揮の重久元名誉顧問にロシア連邦の友

第1回東方経済フォーラム
（EEF）
に重久

好勲章を授与することになり、6月14日にロ

元名誉顧問が出席し、私も同行した。
日ロ

シア大使館において授与式があった。

副首相をはじめロシア政府要人、地方政

ハ バロフスク温 室 野 菜 事 業 は「 Н
о в ы й д е н ь 」（ 新しい日）と
いうブランド名 で、
「 新 鮮な野 菜を毎

円卓会議の場で、野菜の次は何をやった
らいいか検討していると発言し、
トルトネフ

３．ハバロフスク温室野菜事業

２．ヤマールプロジェクト

日」をスローガンに販売している。社名
は「JGC Evergreen」にした。出 資 者

府要人にヒアリングを行った。沿海地方知

ヤマールプロジェクトは北極圏の非常に

は日揮（82.2％）
、エネルゴ・インパルス社

事主催のレセプションにも出かけて訊い

環境が厳しいところでのプラント建設工事

（13.3％）
、道銀どさんこ3号（4.5%）
。最

た。共通するのは「医療で何かやってくれ

になっている。いちばんひどい場合、屋外

初の資本金は12億円弱 。第2期は追加

ないか」
ということだったので、
すぐに我が

作業時間が5分という場合もある。現在、3

になる。事業は“新鮮、安全、美味しい

社のヘルスケア事業部が調査・検討を始

つの生産ラインの内の第一系列の設備稼

野菜”
の生産・販売だ。場所はハバロフス

めた。
その結果、今回のウラジオのリハビリ

働に向けて全力を挙げている状況で、年

ク市工業団地内。生産物はトマト・キュウリ

に至った。
このように、
どんなことに困ってい

内にはそれが動き出すというところまで来

を合計年間約1000トン。正直言って、こ

るか、何が問題かを相手に聞きながら、
そ

ている。

の数字にはまだ至っていない。販売先は

れに対して何を提案できるかという姿勢で

プ ロジェクトオ ー ナ ー は ロシア の

市内スーパー、直売所、外食産業。販売

ロシアに対峙してきた結果が、今の状況で

NOVATEK
（50.1％）
、
フランスのTOTAL

開始は2016年3月なので、もう約1年半に

ある。
昨年のEEFで、
プーチン大統領が参加

（20％）
、
中国のCNPC（20％）
、
中国のSilk
Road Fund（シルクロード基金、9.9％）
だ。

なる。従業員数は78名となっている。
ロシアの合弁パートナーであるエネル

する全体会合では国営石油会社ロスネフ

プラント建設はフランスのTechnipFMC社

ゴ・インパルス社はハバロフスクの中小

チ社のセチン社長の隣に当社の重久元

（50％）、JGC（25％）、千代田化工建設

企 業で、配 電 盤を作っている。我々は

名誉顧問の席が指定された。
それは最前

（25％）
の3社のJoint ventureをつくってい

非 常に良いパートナーに巡り合えたと

列のほぼ中央の席であった。
そこで感じた

る。今回は主に中国やフィリピン、東南アジ

思っている。ハバロフスクの日本センター

のは、我々も投資家になったということだ。

アでプラントの部分々々を機能別にアセン

にパートナー候 補として3社 紹 介しても

ヤマールでは超大型の仕事をしているが、

ブリーし、
モジュールにつくり上げて船で運

らったうちの1社 だ。現 地 の 事 情 が 分

あくまでも請負業者で、投資はしていない。

び、
現地で設置して配管につなげるという、

かっていて、信頼できて、それなりにロシ

しかし、
ハバロフスクでは我々は10億円余

現地での建設作業を極力減らす対応を

アの官庁を知っている相手が必要だった。

り投資し、
上手くいったということで、
こういう

取った。モジュールの総数は約152基、総

最終的に決定した理由は、ロシアのパート

特等席が与えられた。請負業者と投資家

重量48万トンを運んだ。

ナーが持っている敷地に、ソ連時代に「ア

の差は非常に大きいと痛感した。
今年3月1日にはプーチン大統領が大統

ヴァンギャルド」という名前の温室があった
ことを知り、運命を感じたからだ。投資決
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定後に温室の所在地が先行社会経済発

ロフスクの需要の約3～4割というところだ

Evergreen のホームページもあるので、ぜ

展区（TOSER）になった。我々が初めて

ろう。1期は終わり、2期は10月に完成す

ひご覧いただきたい。

そこを見に行ったときはまだ、旧ソ連時代

る。3期はクエスチョンマークだ。正直な話、

の温室の残骸、鉄骨が残っていた。エネ

日々いろいろなことが起きているので、成

般的だが、我々は差別化するため、特殊

ロシアの食料品店では、ばら売りが一

ルゴ・インパルス社の社長は、温室で野菜

功している、黒字を出して会社に貢献して

な袋に入れて売っている。去年売り始め

を栽培したいと常々思っていたが、自分の

いる、と自信を持って言うところまではまだ

たときにも、市場で偽物が出回った。我々

資金力ではなかなかやれなかったと言う。

行っていない。予定の生産量になかなか

は基本的に袋に入れて売ることで、見分

我々にとって非常に貴重なめぐり逢いだっ

達しないなどの苦労があって、半人前以

けられるようにしている。お客様からは「安

た。工業団地「アヴァンギャルド」は、我々

上、一人前以下というところで、早く一人

心して食べられる」、
「子供にも食べさせら

が投資しようと思った時にはまだ TOSER

前になれるよう、頑張っている。

れる」、
「ソ連時代の本物の野菜の味が

ではなかったが、我々がここに決めた後で

栽培方法の特徴は、土を使わない養

する」という嬉しい声を聞いている。最近

TOSER に認定され、我々にとっては嬉し

液栽培（Hydroponic）だ。ハイワイヤー

は「日本のイチゴが食べたい」という声もあ

いニュースだった。結果的に、外国企業

方式で高さが6m ある。苗テラスを日本か

る。我々も、ぜひやりたいと思っているが、

の中では我々が TOSER の入居者第1号

ら持って行って使っている。温室技術自

日本のイチゴをロシアで品種登録して栽

となった。

体はオランダ製だ。理由は、オランダのこ

培するのに3年ぐらいかかるという。12月が

の種の技術がしっかりしているからだ。日

申請時期だと聞いているので、
申請したら、

外国企業がハバロフスクでやっている
事業に目に見える成果がないからか、ロシ

本人が社長、我々が投資をし、オランダ

「できるだけ早く作れるようにしてね」とお

ア政府の関係者がたくさんこの温室を視

の技術を使ってやっている。
「日本の技術

願いしようと思っている。夏場はダーチャで

察に来て、ハバロフスク地方のシポルト知

じゃない」と言われるとその通りだが、日揮

作った野菜がいろいろ出てくるので、我々

事は非常に喜んでいる。日本企業は口だ

はエンジニアリング会社で、どういうものが

は消毒やメンテナンスをする形にして休業

けでなく実際に投資をして、目に見える結

いいかを検討し、それをタイムリーに持って

する。そういう方々と競合するのは良くない

果を出している。

きて、プロジェクトをコントロールして、タイム

と思うのだ。

ハバロフスクの長所は、日照時間が長

リーに生産開始することが専門の会社で

なかなか難しいこととして、丁寧な電話

いことだ。日本よりも長い。それが決め手

ある。その一環で、オランダの技術を選ん

対応や笑顔の受付がある。ロシア人には

の一つとなった。ハバロフスクの人口は60

だ。ただし、オランダから直接ではなく、ロ

難しいところだが、現地の五十嵐社長が

万人。第1期の目標の1000トンは、我々の

シアの会社から買い、ロシアの会社に建

孤軍奮闘している。ロシアでは、
「日本」

試算でハバロフスクの需要の約10％だ。

設を任せるという形で建設している。トマト

自体にブランド価値がある。
「日本らしさ」

今回倍増して2000トンにするが、それで

もキュウリも非常においしい。

の良い面を通じて、スタッフが誇りに思うよ

20％。第2期が上手くいけば、第3期 。第

プロモーションは、いろいろなメディア

うな会社をつくりたい。
「我々がやっている

1期2.5ha、第2期2.5ha を併せて5ha 。う

や Facebook を使っている。Facebook

ことを通して、ジャパンクオリティを提供しよ

まくいけば第3期はプラス5ha、最終的に

の JGC Evergreen のアカウントでは、最

う」と我々はよく言う。これはメイド・イン・ジャ

は10ha の予定だ。それで4000トン、ハバ

近のニュースを読むことができる。JGC

パンでも、メイド・バイ・ジャパンでもない、メ
イド・ウィズ・ジャパンだ。ロシアで日本と一
緒に作って、ジャパニーズクオリティを提供
しようという気持ちで我々は接している。
まとめると、野菜事業に取り組むときに考
えたのは、
「現地の要望に応えたい」とい
うことだ。それから、今できることを、小さ
なことでも今やる、コツコツとやる、スピード
感を持ってやる。あまり大きなことを考える
と、
なかなか動けない。そして、最初にマー
ケットに出てシェアを取ること。最初に出て
行って、JGC Evergreen はいいね、と言
われることは非常に大事だと思っている。
野菜事業を通じて分かったことは、
「ロ
シアは変わった、変わりつつある」というこ
とだ。何が変わったかというと、トルトネフ
副首相とガルシカ極東開発大臣の二人三
脚で極東開発をやっているが、彼らが出
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てきてから先行社会経済発展区やウラジ

ここでの課題は、
ロシア人のセラピスト

オ自由港という枠組みができた。改善すべ

だ。医師免許の問題があり、北斗病院の

き点はまだあるとは思うが、そういうものが

医師は自分では治療できない。実際にリハ

できたから我々も一歩踏み出してやってみ

ビリをやるのはロシア人になる。
つまり、
ロシ

ようと思ったわけで、ロシアの極東開発に

ア人を教育しなければいけない。
ということ

かける意気込みや姿勢、要は「ロシアは

で、教育・人材育成が非常に重要な課題

変わってきた」ということ実感した。

になる。

医療になるかもしれない。

５．第3回 東 方 経 済フォーラム
（EEF）
東方経済フォーラム
（以下、
EEF）
は3回
とも極東連邦大学で開催され、
日揮は3回

皆さんへのメッセージとしては、次のよ

昨年12月から今年3月まで、現地のリハ

とも参加している。
トルトネフ副首相が開会

うに整理したい。まずニーズと市場があっ

ビリセンターに協力してもらい、
ウラジオで

を宣言したが、今年は日本のプレゼンスが

た。信頼できるパートナーと出会った。ス

教育プログラムを実施した。
そこに北斗病

無いことに気付いた。去年は日本側から2、

ピード。連邦政府、地方政府の支援 。特

院の先生が行き、
小児まひの男の子のリハ

3人がオープニングのスピーチをしたが、今

に、シポルト知事が先頭に立ってくれたの

ビリをやったのだが、笑顔で飛び跳ねると

年は一人もいない。安倍首相のプレゼンの

がよかった。当初、許認可関係もどこにど

ころまでいった。私も見たが、
まるで魔術に

時のメッセージは非常にクリアだった。
この

う申請すればいいのか全く分からないとこ

かけられたようだった。我々がリハビリセン

1年の評価として、
「たった1年でいくつもの

ろを、政府傘下の機関を紹介してくれるな

ターを開くことで、
子供たちや事故に遭って

案件が動き出した。
よくやった。
これから1年

どしてくれた。パーフェクトかと言われれば

体が動かない人たちが少しでも普通の生

ずつ進んでいけば、
その先には輝かしい

そうではないが、サポートをしてくれて、
「進

活に戻れるのなら、
我々も努力したいと思っ

未来があるだろう」
というのが安倍首相の

めるんだ」という気持ちはひしひしと感じ

た。場所は、
ウラジオストク市中心から車で

基本的なトーンだった。

た。先行社会経済発展区やウラジオストク

15分ほどの新しいビルの1階、
530㎡をすべ

EEFでは日ロ円卓会議があり、
私も参加

自由港などの制度も少しずつ充実した。

て借りた。今、
内装工事の設計が終わり、
こ

した。
テーマは「ロシア極東における日ロ協

れから内装工事に取り掛かるところだ。

力の多様化」。
日本側は8項目の成果を強

課題は、人材育成だ。ヤマール LNG
のようなプラントとは異なり、野菜は人の役

我々は当初、モスクワと極東のどちらも

調したが、私個人が感じたロシア側の心

割が大事だ。苗植え、栽培、収穫は全

検討した。結局、
極東からやることにしたの

情には、
「まだまだ」がたくさん並んでいたよ

部人が要るので、人を育てていく。日本企

は、
やはり近いからだ。極東地域と日本の

うに思う。
まだまだMOUばかり、
まだまだ紙

業のやり方を理解してもらって、働いてもら

病院、大学病院との交流が10年、20年あ

ばかり、
まだまだスピードが遅い、
少しでも実

う。そのための人材育成はキーポイントだ

るということもわかり、極東なら行ってもいい

行・実現してほしい、
ということだろう。
フォー

と思った。

という人が何人かいた。
これがモスクワだ

ラム後のロシアの報道によると、
トルトネフ

と、
遠くて完全なアウェーになってしまう。

副首相はストレートに「（日ロ協力のスピー

４．ウラジオストク自由港のリハ
ビリ事業

また、
日本の医師免許が使えるようにな

ドが）遅い、
（投資規模が）小さい」
とインタ

るのを待っていたら何年かかるかわからな

ビューで言っている。彼らのイメージしてい

いので、小さくてもできるところからやろうと

る成果と、
日本が目標としている成果は違

これは新しい事業で、
パートナーは北海

決めた。
リハビリは今、
できる。投資額は今

うのだろう。例えば、
このEEFでシュワロフ

道帯広市にある北斗病院だ。彼らは2013

回、
1億5000万ルーブル
（約3億円）
だ。
そし

第一副首相が言ったように、
（サハリン－北

年、既にウラジオストクに画像診断センター

て、
やりながら将来どうするかを考えていこ

海道間の）
橋とかガスパイプラインとかの大

に投資をして開業した実績があり、北斗

うということで、
一歩前に踏み出した。

きなプロジェクトが頭にあるのだろう。
それと

病院と日揮で会社をつくり7月31日に登録

分かったことは、
リハビリのニーズはある

した。名前は「JGC Hokuto Healthcare

ということだ。我々は何度も沿海地方政府

少し違うという感じだ。
ロシアのメディアで流

Service」で、外来リハビリテーションを行

に行き、副知事や保健局長に会って話を

れたトーンも、
安倍首相は「よくぞここまで」、

う。北斗病院は既に20年以上リハビリテー

し、期待の大きさを感じた。FEIEA（極東

ロシア側は「まだまだ」だった。

ションをやっていて、帯広に199床の大きな

投資誘致・輸出支援エージェンシー）
の良

リハビリ病院も持っている。

い担当者に当たったので、我々は非常に

持ちが傾きかけているようだ。象徴的だっ

恵まれていた。

たのは、全体フォーラムの中でプーチン大

日本とロシアのリハビリは異なる。
ロシア
では、
入院中はリハビリをするが、
退院後は

比べると、
「8項目プラン」は有難いけれど

他方、
ロシア人の頭の中では、
中国に気

課題としては、
せっかくここまで来たのだ

統領が安倍首相に「ここに中国の副首相

ほとんどケアされていない状況だ。
だから、

から予定通り進め、
そしていかに広く普及

がいる。彼がロシアとの経済連携を実現し

日本式のリハビリを提供すればもう少し動

させるかだ。
そのためには強制保険や連

た。外国からの対ロシア極東投資の8割が

けるようになり、
社会復帰できる可能性が大

邦政府、
地方政府にも助成をお願いしなけ

中国だ。世耕大臣を副首相にしたら、
もっと

きくなるのではないか、
ということで市場調

ればならないと思っている。将来の展開に

どんどんやってくれるのではないか」
という

査やデモンストレーションをやり、好感触を

ついては、
リハビリセンターが場合によって

ようなことを言ったことだ。
「そこまで言うか」

得て、
一緒に投資しようということになった。

はリハビリ病院になるかもしれないし、先端

と思った。
日本はダメだ、
とまでは言ってな
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いと思う。
日本を刺激するために言ってい

RoscongressはEEF参加費をもっと柔軟

るのだろう。
日本への期待の表れでもある。

に設定し、負担を減らして参加しやすくす

中国にどっと傾くかどうか、
日本はその瀬戸

べきだろう。

と、
日本と同じで「遅い、小さい」。
しかし、
オ

６．まとめ

る中国産野菜の値段よりも3割ぐらい高い
程度なら買ってくれるのではないか、とい

本は8項目でよくやっているし、成果も上げ

日ロ間には日ロ交流促進、8項目の経済

うのが当社アグリチームの行った試算だ。

ている」
と言った。
ロシア側にも別の見方を

協力という追い風が吹いている一方、逆

②生産については、目標は1000トンだが、

風として対ロシア経済制裁がまだ続いてい

1年目ということもあり始めてみたらいろいろ

プーチン大統領と外国企業CEOとの夕

る。それによってやれないこともあるし、や

な不具合が出たり、水耕栽培だが害虫が

食会で、
日揮は5分もらって大統領に日揮の

れることもある。私としては、追い風をうまく

出てきたりで、予定した数量を達成できな

ロシア事業の説明をすることができた。事

利用して、少しでも前に進みたいと思って

かった。こちらの段取りミスや、システムが

前に原稿の提出を求められ、指導が入っ

いる。

確立していないところもあったように思う。

する人がいる。

課題として、プラント建設では、ロシア

③第2期のタイミングについては、いつまで

なかったが、
後で恨みを買うのも嫌なので、

が経済制裁下にある中でローカリゼーショ

に移行するかは決めていなかったが、最

そうすることは必要だったと思う。大統領に

ンの要求が高まってきている。ロシア企業

終的には3期まで行うという計画はあった。

ものを言うときは、皆さんピリピリしている。
こ

と協業・タイアップして建設しなければなら

つまり、倍増は路線としてあったが、売っ

ういう場でどういう発言をするかはよく考え

ないということが、課題となるだろう。今の

てみたら評判がいいので次に進もうという

る必要があるという教訓を得た。

我々としては、野菜とリハビリを（会社に利

決断をした。④第1の矢は野菜、第2の

ガルシカ極東開発大臣がフォーラム初日

益を運んでくる）一人前の事業にしなけれ

矢はリハビリ、第3の矢についてはまだ考

て、最終的にはごく柔らかな表現しかでき

に顔を見せなかったのは、
北朝鮮のミッショ

ばならない。そのための課題は大きい。日

えている。
「次に何をやるのか」とよく聞か

ンに対応していたからだという。首脳会談

揮はプラントを建設する会社であり、きっち

れるが、
「第1の矢と第2の矢を一人前に

の後、
安倍首相はプーチン大統領とモンゴ

り1＋1＝2でないと納得できない。しかし、

してから」と答えている。中途半端で第3

ルのバトトルガ大統領を連れて、柔道の嘉

ロシアで仕事をしていると、1＋1＝0や3、あ

の矢に行くには、会社側の了解も取りづら

納治五郎杯を観戦しに行った。バトトルガ

るいは5かもしれないという部分もあり、フレ

い。そうは言いながら、どういう需要がある

大統領も柔道家だそうだ。安倍首相は、
日

キシブルにならなければならない。そして、

か、どういうことをしたらロシア人に喜ばれ

本で柔道をやろうと、
ロシアとモンゴルの大

人材の発掘と育成 。野菜にしてもリハビリ

るか、我々なりにアンテナを張ってウォッチ

統領を招待した。

にしても、ロシアで良い人材を発掘して育

していきたい。

個人的見解だが、
日本は8項目の協力を

てることが大切だ。

進めており、
日本は日本の良さを分かっても

日揮は、旧ソ連とは1970年代から仕事

Ｑ．①野菜栽培で、日本からも技術指導

らう努力を続けていくしかないだろう。つま

をしてきた。当時は設備を納めるだけだっ

に行っているか。②日本の努力に対してロ

り、我々は小さなことをコツコツやって成功

た。1990年代にもプラント納入の歴史は

シアからの理解が少ない中で、ビジネスを

例を積み重ねていく。大型案件について

あったが、デフォルトでアンペイドをくらい、

含めた対ロ交流を今後さらに拡大していく

は、
ファイナンス制度について検討すべきな

経営陣もトラウマを抱えていた。しかし、今

上での課題、
アドバイスを聞かせてほしい。

のではないか。少なくとも昨年は日ロ間に追

はヤマールで仕事をし、投資も行い、会

い風が吹いていた。
今年も、
少し弱まったか

社にとってロシアは古くて新しい市場だ。

もしれないが、
まだ追い風だと思う。
これは

今抱えている案件を上手く進め、さらに様

銀行の紹介で、現地で働いている。日揮

過去最強の追い風だろうし、我々ビジネス

子を見ながら次の段階を考えていきたい。

のアグリチームもいたが、現在は帰国して
業生産を管理する農業技術士の採用に

投資しない会社と投資した会社の扱い
が、
ロシアではまったく異なる。
どの会社が
何をやっているか、
よく見ている。
EEFでは、

Ａ．①北海道の若手農業技師が北海道

いる。農業で人を集めるのは大変で、農

界はそれを利用すべきだろう。

52

Ａ．①中国の野菜との価格差について
は、今現在のデータはないが、売られてい

際にいるのではないか。韓国はどうかという
レシキン経済発展大臣の評価は違い、
「日

分野があれば教えてほしい。

＜質疑応答＞

非常に苦労した。温室が無くなってずい
ぶん経つので、地元に人材がいない。ロ

トップを出すか出さないかで大きな差があ

Ｑ．①中国からの輸入野菜との値段の差

シアの求人サイトに広告を出したが、
「極

る。参加するならトップを出す。今回、
ある

はどれくらいか。②今作っている野菜の販

東」と聞いただけで「興味がない」と言わ

日本企業の代表者が、役員クラスだがトッ

売状況は。③第2期工事はもともと予定し

れる。やっと一人、ボルゴグラードの農園

プではなかった。結果的に、安倍首相と日

たものなのか、それとも感触をつかんだ上

で働いた経験のある女性が見つかった

本企業CEOの懇談会や外国企業CEOと

で着手したのか。④8項目の協力プランか

が、結局、環境が合わなくて辞めてしまっ

プーチン大統領との夕食会などのメイン行

らすると、まだまだいろいろな分野がある。

た。極東で働くことを条件に農業技術士を

事に呼ばれなかった。
また、組織運営側の

野菜や医療以外にチャンスを探している

ロシアで探すのは至難の業だ。農業とい
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うと若者の働き手がいないようにも感じる。

思う。そういう積み重ねをやっていただくと、

ある時、酔ったまま会社に来た女性たち

点と点が線になって面になる展開になるの

がいて、即刻、解雇したことがある。長く

ではないか。日本政府としても1件でも成

Ａ．ぜひ、そういうことも考えていきたい。

勤めてくれる良い人材を確保するのは難し

功例を作りたいと思っているだろう。自分

新潟では、弊社の系列の日揮触媒化成

いと現地から聞いている。目下の悩みは、

の考えを発信しないと、相手には分からな

が新津にある、という縁もある。今日は20

現地の日本人社長のロシア人の右腕が欲

い。我々にとっては、そういう場がサンクト

年前にハバロフスクに行くたびに寄ってい

しくて2年探しているが、なかなかみつから

やウラジオの経済フォーラムだった。

た寿司屋に行ってきた。また、私の妻の

ばと思う。

母が新潟の出身で、私と新潟には縁があ

ないことだ。②野菜やリハビリのように、
「今
やれることをやってみる」ことだろう。もちろ

Ｑ．今の2つの事業は北海道のパートナー

る。今おっしゃられたことをいつも頭に入れ

ん F/S をきちんと検討した上でやるのだ

とやられているが、3つ目以降では、案件

ていきたいと思う。

が、まずやってみて、成功すればよし、失

によっては新潟の企業もパートナーになりう

敗しても原因を考えて次に繋げればいいと

る。そういった可能性も考えていただけれ
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海外ビジネス情報

海外ビジネス情報
■ロシア極東

ことがわかる」とヘベル・グループのイーゴ
リ・シャフライ社長は述べた。

トレチャコフ美術館と沿海地方
分館開設合意文書に署名
（インターファクス9月1日）
沿海地方のウラジミル・ミクルシェフス

北方領土共同経済活動の現状に不満
（DV.land 9月7日）

カムチャツカ地方とシーメンス
提携合意
（極東開発省 HP 9月6日）

ユーリー・
トルトネフ副首相兼極東連邦
管区大統領全権代表は、日本とロシア極
東の経済プロジェクトの共同展開の結果

キー知事と国立トレチャコフ美術館のゼリ

東方経済フォーラム
（EEF）でカムチャツ

に不満だと述べた。
「活動に満足していな

フィラ・
トレグロワ館長がモスクワで、
ウラジオ

カ地方のウラジミル・イリューヒン知事とシー

い。私たちは熱心にやったが、貿易高は落

ストク分館開設の合意文書に署名した。

メンス・ロシアのディートリッヒ・ミュラー社長

ちた」
という副首相の談話を Gazeta.ru が

が提携協定書に署名したことを同地方広

報じている。副首相によれば、過去6カ月で

報室が発表した。

対日貿易高は11％縮小した。

トレチャコフ美術館分館はウラジオストク
の旧市街地、アレウツカヤ通りの沿海地方
美術館隣に開設される。分館の総面積は

この文書は発電、医療、セキュリティ等

トルトネフ副首相はこの前日、クリル諸島

約600平方メートル、うち250平方メートル

の分野の提携関係を規定している。カム

での共同経済活動に関するロ日協議会の

チャツカ地方では、現在建設中のカムチャ

活動を批判した。1年以上かけて、安倍首

トレチャコフ美術館の名画の一つ、イ

ツカ地方病院等、半島の医療機関のハイ

相がプーチン大統領に提案した8つ項目の

サーク・レビタンの「三月」が沿海地方で最

テク医療設備の供給者にシーメンス社が

うちの1項目も実現されていない。

初の展示物となる。これは、第3回東方経

なってくれるものと期待されている。ミュラー

こうして、
「クリル」先行経済発展区向け

済フォーラム開催中に沿海地方美術館に

社長は、シーメンスがほかにも、カムチャツ

のプロジェクトについて、ロシア側は日本側

展示される。沿海地方はこれまでも、エルミ

カ地方にとって重要なプロジェクトのパート

から具体的なオファーを2カ月待ち、その後

タージュ、国立ロシア美術館との提携協定

ナーになりうる、とコメントした。

は国内あるいは他国で投資家探しを始め

が展示用だ。

書に署名しており、歴史公園「ロシア、我
が歴史」（マルチメディアプロジェクト）全

締結された合意を実行するために、作
業部会が設置される。

25分館の一つの設置作業が進んでいる。

ロシア極東に
ハイブリッド発電所ができる

る方針だ。
「我々は、クリル諸島の共同開
発に係る日本の同僚の提案に敬意をもっ
て対応しているが、これらの提案を書面で

ロシア極東での遠隔医療に関する

見たいものだ」という首相の談話をタス通

韓ロ覚書署名

信が報じている。

（極東開発省 HP 9月6日）

2016年末、プーチン大統領と安倍首相

第3回東方経済フォーラムで6日、極東

は私的対面後に、ロシアの支配下にある

ロシア極東におけるハイブリッド（ 太陽

地域投資促進・輸出支援局、コリアテレコ

クリルの4島の共同開発の開始を宣言して

光・ディーゼル）発電所の建設に関する三

ム、国立釜山大学病院の間で遠隔医療

いる。

者協定書に企業グループ「ヘベル」（レノ

分野の相互理解に関する三者覚書が署

ワグループと㈱ロスナノの合弁）
、韓国の

名された。

（極東開発省 HP 9月6日）

現代、極東地域投資促進・輸出支援局が
署名した。

覚書に従い、
三者は遠隔診療の展開に
適した極東地域を特定し、一連の必要な

沿海地方とコカ・コーラ
共同で社会貢献
（DV.land 9月7日）

合計出力40メガワットのハイブリッド（太

調査を行うことにしている。特に、韓国製

沿海地方政府と「コカ・コーラ NBC ロ

陽光・ディーゼル）発電所の建設が提携の

のハイテク設備のテストが、極東連邦大学

シア」が東方経済フォーラムで、地域での

対象となる。
プロジェクトリポートの作成と資

医療センターで行われる見込みだ。この設

ソーシャルプロジェクトの共同実施に関す

金調達は、極東地域投資促進・輸出支援

備は、この種のものとしては比較的サイズ

る覚書に署名した。双方はボランティア活

が小さいのが特徴で、それが価格を下げ

動、環境保護、スポーツ振興、観光、文

「当社ではハイブリッド発電所建設プロ

ている。さらに、この設備によって、人体の

化遺産保存、専門教育、地域のビジネス

ジェクトを実行する上で豊かな経験が蓄積

健康情報をインターネットを介して伝達する

環境の改善に共同で取り組む。

されている。既に運転している発電所の

ことができる。署名式には韓国保健福祉

成果は、高い日射レベルの地域で太陽光・

部副長官も出席した。

局の協力の下、ヘベルと現代が行う。
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トルトネフ副首相

コカ・コーラ社は1990年代から沿海地
方で活動している。同社はこの4年で沿

ディーゼル発電装置が最大50％のディー

海地方での生産展開に3400万ドルを投じ

ゼル燃料の削減を可能にすることを裏付

た。材料（ボトル、フタ、箱用段ボール）の

けている。
よって、当社はロシア極東にこの

大部分は、工場が先行経済発展区やウ

種のプロジェクトの高いポテンシャルがある

ラジオストク自由港内に開設されたものも含
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め、沿海地方の企業から購入している。

極東連邦管区大統領全権代表、アレクサ

「ユジナヤ」TOR ではトランス・ノルド社

ンドル・ガルシカ・ロシア連邦極東開発大臣

がユジノサハリンスク市内に工業団地を

ダム建設の代替案

の臨席の下で行われた。プロジェクトの出

つくる。
「コムソモリスク」TOR では RFP

ロシアがモンゴルに提示へ

資総額は1.6兆ルーブル強になる。投資プ

Wood Pellets が燃料ペレット工場をつく

ロジェクトの実施によって、ロシア極東地域

る。

（タス通信9月7日）
ロシアが今年10月のモンゴルとの作業

に9700人分の新規雇用の創出が可能と

他方、ウラジオストク自由港には16件の

部会会合で、バイカル湖の支流、セレンガ

なる。先行経済発展区（TOR）では10社

新規投資プロジェクトが加わった。入居者

川のダム建設に一連の代替案を提案する

がそれぞれのプロジェクトを始動させること

は最新式集合住宅、商業施設、ホテル、

方針であることを、東方経済フォーラムに

になる。

医療拠点の建設事業や、学校・幼稚園・商

合わせてロシアのセルゲイ・
ドンスコイ天然

東方石油化学会社（VNKhK）が「石

業娯楽複合施設等の地域総合開発事業

油化学」TOR の最初の入居者となった。

を実施する。沿海地方のウラジオストク自

「我々は、イルクーツク州とブリヤート共

同社はユーロ5を満たすエンジン用燃料と

由港域内では「ゴルフパークDV」と「クリ

資源・環境大臣が述べた。
和国の公開ヒアリングの結果としての住民

幅広いブランドの工業用・日用・医療用品

スタル・ゴルフ・クラブ」が2つの大型ゴルフ

の懸念を踏まえ、セレンガ川ダムの問題を

製造用ポリマー製品（ポリエチレン、ポリプ

場をつくる。
「沿海地方競馬場」は総合競

（モンゴルとの）政府間委員会の議題に

ロピレン）等の石油化学製品製造のため

馬場をつくる。

必ず盛り込むつもりだ。電力不足を受けた

の石油精製・石油化学複合施設を建設す

モンゴル国民の懸念を考慮し、我々は代

るプロジェクトを実施する方針だ。

インド系ダイヤモンド研磨工房
ウラジオで操業を開始

替案を提示する用意がある。既にセレンガ

ガスプロム・ペレラボトカ・ブラゴベシチェ

に関する作業部会が設置されており、それ

ンスク社は「スボボドヌイ」TOR でアムール

は10月末の政府委員会に先立ち、10月初

ガス加工工場建設プロジェクトを実行して

旬にウランバートルで会合を開く」とドンスコ

いる。アムールガス加工工場はロシア最大

DV」社がウラジオストク自由港の入居企業

イ大臣は述べた。

規模で、世界の大規模天然ガス精製プラ

としてダイヤモンド研磨工房の操業を開始

大臣によれば、代替案として、既存の送

ントの一つ（設計上のガス加工能力は年

した。事業投資総額は4億9600万ルーブ

電線の設備更新と、中国向け送電線、ア

間420億立方メートル）となるだろう。ガス

ル。沿海地方の新しい製造施設の盛大な

（NEDRADV 9月11日）
インドの KGK グループ傘下の「KGK

ジア・エネルギーリングの一環の電力ブリッ

加工工場の構成には、世界最大級のヘリ

開所式が東方経済フォーラム会期中に行

ジ等、新規送電線の敷設が提案されるだ

ウム工場（年間6000万立方メートル）
も含

われた。

ろう。その場合、モンゴル向けの電力価格

まれている。

はダムプロジェクト実施の場合よりも安く設

極東開発省広報室の発表によると、閉

「ミハイロフスキー」TOR には大型畜産

鎖循環式の工場では毎月、最大9000カ

複合施設ができる。このプロジェクトの投

ラットのダイヤモンド原石の加工が行われ

「さらに、モンゴルに発電施設をつくる案

資家は、ベトナムの大手アグロホールディン

る予定だ。ダイヤモンド原石は ALROSA

がある。今やたくさんのクリーンコール技術

グの一つ、TH グループだ。この TOR に

社が仕入れる。カットダイヤモンドの輸送、

が存在し、彼らは自国の豊かな石炭資源

はフルサイクルの複合酪農施設ができる。

保管、護送のサービスは、ユーラシアダイ

を利用することができるし、太陽光など代

また、EEF では沿海地方におけるこの投

ヤモンドセンターほか、
ウラジオストク自由港

替エネルギーの案もある。我が国では太

資プログラムの実行を目的とする五者協定

の入居企業が提供する。

陽光パネルを製造しており、モンゴルに高

書が署名された。

定されるだろう。

KGK グループのサンディプ・コタリ・マ
ネージングディレクターによれば、この工場

品質の太陽光発電を提供することができ

「 ナ デ ジ ディンスカヤ 」TOR で は

る」とドンスコイ大臣は述べた。同時に、大

MAZDA SOLLERS Manufacturing

はロシアで3つ目になる。先の2つはモスク

臣は、エネルギーリングが最も現実的だと

Rus 社 が 自 動 車とエ ンジン（ マツダ

ワとヤクーツクで操業している。ウラジオスト

指摘した。

SkyActiv-G）の工場（組立て、エンジンの

クは、アジア太平洋諸国へのカットダイヤモ

基本コンポーネントのマシニングを含む）の

ンドの販売にとって経済的に有利な地域

第3回東方経済フォーラム総括
（極東開発省 HP 9月11日）
2017年9月6～7日にウラジオストクで
開 催された第3回 東 方 経 済フォーラム

建設と設備更新の投資プロジェクトを計画

なので、ここに3つ目の工房を設置すること

している。このプロジェクトの枠内で、同社

に決めたのだという。同社は今年、生産

は工場のエンジン生産力を年間5万基に

要員として250人程度の雇用を予定してお

乗せる予定だ。

り、2020年までに作業員の数を500人まで

（EEF）の枠内で、26社がウラジオストク

9月5日には EEF の枠内でさらに4社が

自由港とロシア極東の先行経済発展区の

「ナデジディンスカヤ」TOR の入居資格

これまでの報道によると、2017年に工場

を取得した。これらの協定はロシア極東の

では1カ月当たり最大3000カラットを加工す

先行経済発展区の投資機会プレゼンテー

る。月量8300カラットのフル操業に入るの

ションの場で行われた。

は2018年以降になる。

入居資格を取得した。
投資家たちと極東開発公社との協定書
の署名式は、ユーリー・
トルトネフ副首相兼

増やすことにしている。
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中ロ海洋気候調査センター
ウラジオに開設
（インターファクス9月18日）
中ロ海洋気候調査センター（ロシア科

か、輸出される見込みだ。
2017年10月にも1ヘクタールの土地に
朝鮮人参が初めて植えられる。その後数
年間で朝鮮人参の作付面積は広げられ、

の情報筋が語った。
ロシア極東最大の石油精製拠点の建

学アカデミー極東支部太平洋海洋学研究

5年後には20ヘクタールになる。5年経たな

設は2009年以降、延期されてきた。発電

所内）の開所式が21日、
ウラジオストクで行

いと、根は売り物にならない。プロジェクトの

用ガスの供給問題でプロジェクトは潰れか

われる。

資金回収期間は7～10年。

けていた。

「同センターを拠点とし、ロシアと中国の

1961年にアヌチノ地区にソ連初の朝鮮

交渉の結果を知る RBC の複数の情報

研究者により、先に締結された世界の海

人参栽培組織「朝鮮人参ソフホーズ」が

筋によれば、ガスプロムのミレル社長は、ロ

の調査研究に関する政府間協定の枠内

設立された。このソフホーズは2002年に消

スネフチがサハリン1のガスをサハリン2の

で進められてきた太平洋と北極海の調査

滅。そして今また、
この土地で朝鮮人参の

LNG 工場の第3トレーン向けにガスプロム

研究が継続される予定だ」と太平洋海洋

栽培が行われている。

に売るなら、石化コンプレックスが始動する

長（調査研究担当）はインターファクスに

シベリアと極東の観光振興

ことを約束したという。その結果、ロスネフ

語った。

大統領が指示

チとエクソンが液化天然ガス製造を拡張

学研究所のアナトーリー・アスタホフ副所

研究者らは過去数年間、共同で日本

ための23億立方メートルのガスを供給する

（DV.land 9月19日）

するための燃料が足りなくなる。こうして、

海、
オホーツク海、ベーリング海、チュコト海

観光ビジネス向けの特別待遇、自然保

ロスネフチは、莫大な投資を必要とする

（チュクチ海）
、東シベリア海を調査し、興

護区のルートに関する統一情報サイト、外

LNG 工場を犠牲にして石化コンプレックス

味深い成果が得られ、論文が国際的な雑

国人の入国条件の改善。プーチン大統領

を優先させたのだとRBCの情報筋は主張

誌に発表されており、集めたデータの共同

はシベリアとロシア極東の観光振興のため

している。

解析が続けられている。アスタホフ副所長

に、これらの指令を出した。

「東部石化コンプレックス」はロスネフチ

によれば、新しいセンターの活動で優先さ

政府は11月までに、特別保護区域でエ

と中国化工集団（ChemChina）のロシア

れるのは、気候変動における海洋の役割

コツーリズムを展開する企業および個人事

極東でのプロジェクトで、沿海地方パルチ

や、海底鉱物資源調査、生物生産力の研

業主向けの優遇措置に関する提案を提出

ザンスク地区に石油精製複合施設を建設

究、新しい海洋技術と計器の開発・採用な

しなければならない。ロシアではこれまで

するというもの。これは、ガソリン、ディーゼ

どだ。

に、ロシア極東の観光ビジネス向けに5年

ル燃料、灯油、対アジア太平洋諸国輸出

「もう一つ興味深い分野がある。それは

間の免税が導入されている。まず、ホテル

向けバンカー重油を製造し、さらに極東連

過去の海洋の表層結氷の調査で、その

がこの特恵待遇の対象となる。またロシア

邦管区のガソリンの値下げと3500人分の

変化の傾向、周期性、将来の詳細な予測

の全ての自然保護区に関する情報と旅行

新規雇用の創出が期待される。
同プロジェ

を目的としている。
これは中ロが関心を持っ

者向けのレジャー情報のサイトが別途立ち

クトは国家鑑定総局と環境保護団体から

ている北極海航路の開拓にとって非常に

上げられる予定だ。

肯定的な評価を得た。エンジニアが詳細

さらに、政府は連邦保安局及び地方政

な設計に取りかかっている。2つの製造ライ

ロの研究者らは、人が海洋環境に及ぼす

府と協力し、国境の外国人入国チェックポ

ンの建設への投資金額は7960億ルーブ

影響や海洋鉱物資源の研究も行うつもり

イントの効率性を評価し、改善策を提案す

ルになる。

だ。研究者らは、ロシア極東と北極の海へ

ることにしている。8月、ロシア極東ではロ

の共同調査航海を予定している。また、セ

シアで初めて、電子ビザでの外国人の入

重要だ」とアスタノフ副所長は述べた。中

大手検索エンジン極東支社
大統領が開設を提案

ンターを拠点に両国の若手研究者の研修

国が始まった。現在、官僚主義的チェッ

や実務会合、シンポジウムの開催も予定さ

クなしで入国できるのは沿海地方だけだ。

れている。

2018年からはカムチャツカとサハリンにも電

ロシアの検索エンジン Yandex のオフィ

子ビザで入国することができる。ハバロフス

スを訪れたプーチン大統領は、ロシア極東

（ロシスカヤ・ガゼータ9月21日）

ダリキン元知事

ク地方とチュコト自治管区での電子ビザ導

に事務所を開設するよう、経営陣に提案

沿海地方で朝鮮人参栽培に着手

入期日は未定だ。

した。大統領によれば、極東連邦管区は
今、活発に発展しており、総合大学がある

（ベスチ沿海地方局9月18日）
アヌチノ地区スタロバルバロフカ村で朝
鮮人参の植え付けに向けた土壌の準備
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ための原料と引き換えにガスを供給するこ
とに同意したことを、経済紙 RBC の複数

ナホトカの石化プロジェクト進展か
（DV.land 9月21日）

ので、Yandex にとって有望な機会がある
というのだ。

作業が始まったことを、
「ベスチ」沿海地

ガスプロムとロスネフチがナホトカのロス

大統領の言葉に対し、Yandex のアレ

方局が「太平洋投資グループ」広報室の

ネフチの東部石油化学コンプレックス向け

クサンドル・シュリギン社長は「指摘は理解

発表に基づいて報じている。この朝鮮人

のガス供給に係る4年に渡る争議を解決し

し、受け止めた」と応じた。Yandex は、

参はロシアの医薬品会社に供給されるほ

た。ガスプロムがサハリン2の事業拡張の

大学の優秀な卒業生を探す等の目的で、
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ロシアの数多くの都市（モスクワ、サンクト

に出された指示の中には、
ロシア極東の電

大手 KGKのダイヤモンド研磨工房をスター

ペテルブルク、
ニジニ・ノブゴロド等）に事務

力関連施設の建設及び（あるいは）設備

トさせた。

所を構えている、
とシュリギン社長は説明し

更新への民間投資の流入促進メカニズム

た。

の検討がある。

Invest India 内にロシア担当部局

が第3回東方経済フォーラムで話し合われ

ロシア極東のエネルギー分野での連携
（極東開発省 HP 9月21日）
インドの公 的 投 資 促 進 機 関「Invest

た。例えば、
日本の安倍首相はエネルギー

ダイヤモンドを担保とする電子通貨
流通が始まる
（FINAM 10月2日）
投資プラットフォーム「Voskhod」が、ロ

分野を日ロ協力の伝統的領域と呼んだ。

シア初のダイヤモンドを担保にした電子通
貨プラットフォームになる。

India」がロシア局を開設した。目的は、ビ

韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領はス

ジネスコンサルティング、戦略ガイダンス、

ピーチで、
「発電での協力はエネルギー産

法律問題の処理など、全面的にロシア企

業の新しい枠組みの形成に係る課題だ」

（FEDF）によって設立された電子通貨プ

業を支援することだ。
「Russia Desk of

と述べた。プーチン大統領によれば、エネ

ラットフォーム「Voskhod」が、新しくて有

Invest India」の設置については、
サンクト
ペテルブルクで今夏、プーチン大統領とモ
ディ首相が合意済みだ。
Invest Indiaとの提携の枠内で、
ロシア

ルギー分野での活動は継続されるだろう。
「フォーラムの出席者全員が、このことに
かなり前向きだ」。

非営利団体 NP RTSと極東発展基金

望な、ダイヤモンドを担保とする電子通貨
「D1コイン」のプラットフォームになる。
D1コインの 創 設 者、Diamundi Pte

エネルギー産業の発展は、極東の経済

Ltd. の情報によると、2018年中の流通開

極東地域投資促進・貿易支援局の専門

のポテンシャルを引き出すために必要だ。

始が予定されている全ての D1コインの額

家が相互投資の呼込みのノウハウを交換

数十年間、引き上げられた電力料金は一

面総額は、約10億ドルになる。これは既に

することになるだろう。

連の工場や企業の稼働の妨げであった。

「Voskhod」が取引を選んだ2つ目の電

このたび、それらを国内平均水準にすると

子通貨だ。9月22日には、ロシア極東にお

これまで、インド人投資家がロシア極東に

いう決断が下された。同時に、電力の原価

けるロシアの農業法人の設立を目的とし、

高い関心を示していることを指摘してきた。

を下げるために、新たな発電施設の整備

電子システム「Voskhod」での電子通貨

が必要だ。

Biocoin の流通に係る連携について、農

アレクサンドル・ガルシカ極東開発大臣は

政府系企業がロ極東に
約5000人の新規雇用を創出する

第3回東方経済フォーラム中で、へベル
社（レノワグループと㈱ロスナノの合弁）
、

業協同組合 LavkaLavkaと合意に達して
いる。

韓国の現代、極東投資促進・輸出支援

2017年8月には、
「Voskhod」でのデジ

ガスプロムがロシア極東に4800人の新

エージェンシーの間で、ロシア極東での太

タル資産取引の実行を可能にする手形交

規雇用を創出する、とアレクセイ・ミレル社

陽光とディーゼルのハイブリッド発電所の

換規則を、ロシア連邦中央銀行が制定し

（極東開発省 HP 9月25日）

長が述べた。アムールガス加工工場と「シ

建設に関する三者協定書が署名されてい

た。NP RTS と FEDF のプレスリリース

ベリアの力」ガスパイプラインの稼働によっ

る。

によれば、NP RTS は、仮想資本を取り

て、雇用は創出される。
2008～2016年にロシア極東では既に、
「 東方ガスプログラム」の実行の過程で
9200人分の新規雇用が創出された。アル

扱う際の投資家の権利保護のメガレギュ

ダイヤモンド技術者養成センター

レーター（中央銀行）の懸念に配慮しつつ

設置に向けて動き出す

「Voskhod」の試験運用を開始し、活動

（極東開発省 HP 9月28日）

ツール・ニヤズメトフ極東開発次官はこれま

プーチン大統領は極東開発省に、教育

でに、ロシア極東開発では政府系企業が

科学省、独立非営利団体「ロシア極東人

メカニズムと中央銀行側のツールの調整を
終えてから、プロジェクトをスタートさせる構
えだ。

昔から主導的役割を担っている、と発言し

的資本開発エージェンシー」と協力し、極

「スコルコボ・ベンチャー・インベストメン

ている。ロシアの政府系企業9社の極東

東連邦管区のダイヤモンド研磨業界の企

ト」（「Voskhod」で「スコルコボ 」経済

関連投資の総額は4.4兆ルーブルとなって

業向けの高度技術者の総合的養成事業

特区入居者の資金を呼び込む可能性に

いる。
「具体的な雇用、租税、歳入、住民

を実行するよう指示した。高度技術者の

期待）や FEDF（ロシア開発対外経済銀

生活の質的向上がこの数字に付いてくる」

養成を目的とし、専門的な教育拠点の設

とニヤズメトフ次官は明言した。

立が予定されている。
「ダイヤモンド研磨

行傘下）という主導的な国の開発機関が
「Voskhod」の展開に賛同している。

職人」
と
「原石ダイヤモンド加工技術」
とい

エネルギー分野での投資促進
プーチン大統領が政府に指示
（極東開発省 HP 9月28日）
9月5～8日に行われた極東連邦管区へ

う新しい方面の専門家が、沿海地方のダ

極東連邦大で IEC 大会が開幕

イヤモンド加工業界のために国際ダイヤモ

（ロシスカヤ・ガゼーダ10月3日）

ンド業界センターで養成される。
プーチン大統領は EEF-2017（東方経

極東連邦大学で国際電気標準会議
（IEC）の第81回大 会が開 幕した。2週

の出張の結果に沿ったプーチン大統領の

済フォーラム）の先行経済発展区（TOR）

間で312の会 合 が 開かれ、40カ国から

指令リストが公表された。ロシア連邦政府

見本市を訪れ、インドの宝石・宝飾品業界

1500人以上の代表者が出席する。ロシア
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が IECを受け入れるのは40年ぶりのことだ
と大学広報室は伝えている。

ルポルト」の社長を務めていた。
知事の交代は定期的に行われている。

極東連邦大での会合の議題は、スマー

新たな人事入替の波が始まったのは先月

トテクノロジー分野の新技術、再生可能

末のこと。プーチン大統領は先週、サマラ

未完成のホテルを完成させる意向
（ロシスカヤ・ガゼータ10月8日）
つい4日前にウラジミル・ミクルシェフス

エネルギーの電力系統への連結、国際電

州、ニジニ・ノブゴロド州、ネネツ自治管区、

キー前知事と交代したアンドレイ・タラセン

気技術辞書の作成、電気設備と鉄道用シ

クラスノヤルスク地方の知事を解任した。

コ沿海地方知事代行は8日、地元の中断

ステム、電気音響学など。中国、日本、ア

今週も知事の交代は続いた。プーチン大

中の工事（APEC-2012 に合わせて開業

メリカがそれぞれ200人以上からなる最大

統領はダゲスタン共和国の首長も解任し

が予定されていた2つの5つ星ホテル）を

規模の代表団を会議に派遣した。ロシア

た。

視察した。
ユーリー・
トルトネフ副首相兼極東連邦

の専門家グループは連邦技術調整・度量
衡局（Rosstandart）のアレクセイ
・アブラモ
フ長官が主導する。

日ロ合弁の野菜の出荷が再開
（極東開発省 HP 10月4日）
日ロ合弁会社「JGC Evergreen」がハ

プーチン大統領

管区大統領全権代表は沿海地方職員と

「極東地域で風力発電を拡充する」

議員らに新しい知事代行を紹介し、タラセ

（極東開発省 HP 10月4日）

ンコ知事代行に左官用の「こて」を贈っ

プーチン大統領は会議「ロシアエネル

た。この象徴的な贈り物には、
「せめて3人

ギーウィーク」でスピーチし、電力業界にお

目の知事がホテルを完成させるべき」とい

ける革新的ソリューションの重要性と、ロシ

うかなり具体的な意味が込められていた。

バロフスク市内の商店への野菜の供給を

ア極東など地方の需要充足を可能にする

再開した。市民はまずキュウリ2品種を買う

クリーンエネルギーの意義に触れた。

カラベリナヤ・ナベレジナヤ通りに立地す
る1つ目のホテルで、
タラセンコ知事代行は

ことができる。トマトの植え付けは、建設作

「我々は、水力エネルギープロジェクト

12階と13階の客室を見て回った。部屋を

業のため、10月にずれ込む。12月末まで

について考え、実行するのはもちろんのこ

視察した知事代行は、事業主体はこのよ

にピーマン／パプリカが予定されている。

と、風力発電を展開する可能性を有して

うな作業を容認しないだろうと述べた。沿

試験済みの品種と新種（紫とオレンジ）が

いる。国産の最新式ソーラーパネルや、風

海地方政府広報室によれば、知事代行は

既に植え付け済みだ。10月には葉物野菜

力発電プラントの生産の拡大が良い例だ」

ここでの現状を「看過できないもの」と称し

と大統領は述べた。

た。工事の数多くの段階について計画、予

（ラディッシュ、サラダ菜など）の植え付け
が予定されている。

ロシア極東は既に、この方面の模範と

算、審査結果が欠如しているためだ。

JGC Evergerrn は「アバンガルド」工

なっている。第3回東方経済フォーラムでは

次の訪問地はブルヌイ岬のホテルだっ

業団地で温室の第2ライン（2.5ヘクター

ロシア極東のハイブリッド型発電所（太陽

た。タラセンコ氏はこれを見て、現在、競

ル）
を建設中だ。工事は今年5月に始まり、

光＋ディーゼルエンジン）の建設に関する

売にかけられている複合施設は取り下げ

11月の稼働が予定されている。温室の第2

3者協定書が企業グループ「ヘベル」（レ

られ、最後まで建設されるだろうと述べた。

ラインの費用は4億8000万ルーブル。プロ

ノワグループと㈱ロスナノの合弁）
、韓国の

「誰かがホテルでもう一度稼ごうと決めた

ジェクトは3つの温室（総面積10.3ヘクター

「現代」、極東地域投資誘致・輸出支援

のだろう。ホテルは国の資金で建設されて

ル）の建設を予定しており、野菜以外にイ

エージェンシーの間で署名された。

いたと同時に、施設はかなりの部分まで完

タス通信の報道によると、プーチン大統

成した状態だ。私はホテルを二束三文で

JGC Evergreen が温室で採用してい

領は、再生可能エネルギー分野では国産

売りたくない。この施設は完成させる必要

る技術は、1平方メートル当たり最大100キ

製品の方が競争力は高いということがしば

があるので、共同出資者を探そう」とタラセ

ロの収量を可能にする。JGC Evergreen

しばある、
と指摘した。
「我々は、再生可能

ンコ代行は明言した。

チゴも栽培される。

の製品はまだハバロフスク市民しか買うこ

エネルギーの利用を拡充する方針だ。よっ

タラセンコ知事代行は、各階の完成日を

とができないが、全ての温室の稼働にとも

て、我が国はどのようなアクシデントにも困ら

入れた正確な作業スケジュールを作成す

ない、投資家側は製品の供給地域を拡大

なくなるだろう」と大統領は述べた。

るよう、下請業者に要求した。ホテルの状

することにしている。

沿海地方知事が解任
（ロシスカヤ・ガゼータ10月4日）
沿海地方のウラジミル・ミクルシェフス
キー知事が解任された。関連の大統領令
にプーチン大統領が署名した。
「知事代
行にはアンドレイ・タラセンコ氏が任命され
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沿海地方の知事代行

9月5～8日の大統領のロシア極東訪問

況は12日の会議で詳しく協議されることに

の結果に沿った命令リストがある。ロシア

なっている。
タラセンコ知事代行はそれまで

政府に出された命令の中には、
ロシア極東

に、施設に関する書類をすべて提出するよ

の電力関連施設の新規建設及び（あるい

う求めた。

は）近代化への民間投資を促進するメカ
ニズムの検討がある。

医療の質の低さ
ロ極東からの人口流出の一因
（DV.land 10月11日）

た」とドミトリー・ペスコフ大統領報道官は

ロシア極東の住民は医療の質の低さが

述べた。タラセンコ氏はこれまで、
「ロスモ

人口の流出の一因だと考えている、と全

ERINA REPORT PLUS

ERINA REPORT PLUS No.139 2017 DECEMBER

ロシア世論調査センター（VCIOM）のエ

ウラジオ－北朝鮮航路

レーナ・ミハイロワ所長がタス通信に語っ

万景峰号が運航を再開

た。

（インターファクス10月16日）

ミハイロワ所長によると、近年、ロシア極

北朝鮮・羅津とウラジオストクの間の運

の勧誘で苦戦していることが分かる。
求人件数に対する応募者数の低比率
も、技術・技能人材不足を物語っている。
極東連邦管区では、求人1件当たり4人

東地域の医療水準は改善し、今後も向上

航が9月初旬から中断されていた万景峰

の応募がある。国内平均では6人以上だ

すると思われる。
「1年ですべてを立て直

号がこの航路での運航を再開したことを、

（HeadHunter 調べ ）
。人材不足を補お

すのは無理だが、昨年と比べれば数値は

ロシア側の代理店 InvestStroiTrest 社の

うと、全国及び CIS 諸国から極東連邦管

改善した」とミハイロワ所長は話した。

ミハイル・フメル副社長がインターファクスに

区に技術・技能人材が勧誘されている。

ロシア極東はロシアの面積の36％を占

伝えた。

ロシア極東からの若者の流出を食い止

めるが、人口は618万4000人しかいない。

「日曜日に船はウラジオストクから羅津へ

めようと、プーチン大統領は9月、地方に

人口の流出は既に1980年代に始まって、

出発した。まだ、正確な寄港スケジュール

国内の有名大学の分校を開設するよう提

今も続いている。直近の過去20年間で約

は検討中だ」と社長は語った。万景峰号

案した。極東連邦管区は、2つの連邦大

200万人がこの地を去った。
人口流出の主

は毎週ウラジオストクに寄港する予定だ。

学（サハ共和国（ヤクーチア）の北東連邦

な理由は、社会的インフラ、住宅・公共イン

この船は今のところ貨物のみを輸送して

フラ、交通インフラの未発達、多くの産業に

おり、
「シーステーション」の岸壁使用問題

おける収入の低さ、外からの食料供給へ

が処理されていないので、旅客輸送は行

極東人材開発エージェンシーの分析に

の依存度の高さだ。しかし、今年は転出

われていない。貨物輸送業務は別の岸壁

よると、ロシア極東は技術職の人材を特に

件数が43％減少した。

で行われている、とフメル副社長は明言し

必要としている。もっとも需要があるのは自

高等医療組織管理学院は、チュコト自

た。同社経営陣の話では、万景峰号は通

動車整備士、鉱山労働者、運転士、旋盤

治管区、サハリン州、マガダン州、カムチャ

年運航することになるという。
「ウラジオスト

工、組立工、電気技師・電気機械工だ。

ツカ地方、ユダヤ自治州の医療サービスを

クシーターミナル社との交渉は続いている」

今後5年間に造船技師・造船工、石油・天

国内最低とみなしている。ロシア極東各地

とフメル副社長は述べた。

然ガス・石炭の採掘及び精製分野の技術

大学とチュコト分校、ウラジオストクの極東
連邦大学）がある唯一の連邦管区だ。

報道されてきたように、代理店とウラジオ

者、観光・ホテルビジネスの専門家の需要

ストクシーステーションの岸壁を管理するウ

が増えるだろう。ロシア極東における農業

極東連邦管区の投資家の権利保護

ラジオストクシーターミナル社との間の行き

の積極的な展開に伴い、獣医師や畜産

専門作業部会設置

違いによって、9月初旬に万景峰号の便は

技手、生産管理技術者が必要になるだろ

無期限で中止された。InvestStroiTrest

う。

の行政府はこの結果に賛同していない。

（DV.land 10月11日）
極東開発省と最高検察庁がロシア極

社は5月18日に貨客船航路を羅津とウラジ

東の投資家の権利・利益保護の専門作

オストク港の間に開設 。それまで、北朝鮮

ロ極東の8空港を自由港域に

業部会を設置したことを、最高検察庁広

からロシアへ貨客船は運航していなかっ

プーチン大統領が追加指示

報室がタス通信に伝えた。

た。全運航期間中に350人ほどが輸送さ

（インターファクス10月17日）

作業部会には、
極東開発省のアレクサン

れた。

プーチン大統領は、ウラジオストク自由

ドル・オシポフ次官、アレクサンドル・クルチコ

ロシア連邦外務省のマリア・ザハロワ報

港域にさらにロシア極東の8つの空港を加

フ次官、ユーリア・コサレワ民間投資誘致

道官はこれまでに、北朝鮮とのフェリー航

えるよう政府に指示した。自由港制度は現

局長、グリゴーリー・スモリャク人材開発・地

路の開設は国連安全保障理事会の制裁

在、ウラジオストク空港で順調に施行され

域発展局長、極東地域投資誘致・輸出支

の対象に入らないと表明している。
また、ア

ている。
この指令は年内に遂行しなければ

援エージェンシーのレオニード・ペトゥホフ局

レクサンドル・ガルシカ・ロシア連邦極東開

ならない。
「自由港制度を国際空港に拡大

長、極東開発公社のデニス・チホノフ社長

発大臣は、ロシアは国連安保理の決議を

することは、多数の経済部門の拡大強化

が入った。

支持しており、北朝鮮とは国連安保理決

に影響を及ぼす重要な決定だ。簡易ビザ

議に違反しない規模と範囲で協力していく

制度は、特にアジア太平洋諸国とのチャー

と述べた。

ター便計画の拡充を可能にする。ロシア

ユーリー・チャイカ検事総長は今夏、ロシ
ア極東で行政当局が投資家をサポートし

極東へ入る電子入国ビザを使って、18カ

ないばかりか、ビジネスマンに対して一層
の行政障壁を設けている、と述べた。そ
の後、プーチン大統領は経済界への圧力
を弱めるよう要請。ロシア極東の投資家の

ロ極東の企業の約4割が雇用で苦戦
（DV.land 10月17日）
全ロシア世論調査センター（VCIOM）

国の投資家や観光客を呼び込むことがで
きる。これにより、ビジネス交流を活発にし、
より多くの投資家を呼び込み、大型投資プ

80％余りが、活動初年度から様々な査察

のロシア極東の労働市場調査結果による

ロジェクトを始動させることができる上、ロシ

を受けていることが判明した。

と、極東連邦管区の企業・団体の39％が

ア極東の観光産業をいっそう成長させるこ

大卒の若い専門家探しで苦戦し、37％が

とができるだろう」というアレクサンドル・ガル

カレッジ（中等専門教育機関）の卒業生

シカ極東開発大臣の談話が広報資料に
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記されている。
大統領の指令の実行によって、外国人
が簡易制度（電子ビザ）で国際空港のあ
るロシア極東の地域に入る機会が確保さ
れる。
外国人が電子ビザで入国できる国際空
港は、チュコト自治管区のウゴリヌイ
（アナ
ディリ市）
とプロビデニア・ベイ、アムール州

カムチャツカに
LNG 積替ターミナルができる
（極東開発省 HP 10月24日）
ノバテク社がカムチャツカで LNG 積替

下、そこで準備作業と土地利用計画の立
案が行われている。各工場（自動車の引き

ターミナルの建設を計画している。同社は

取り、保管、解体、処理）が2万4000平方

カムチャツカ地方政府と共に関連協定書

メートルの敷地内にできる。操業開始は来

に署名した。

年5月に予定されており、投資総額は3億

双方は、北極海洋ガスタンカーから普通

ルーブルを超えるとみられている。

のイグナチエボ（ブラゴベシチェンスク市）
、

のガスタンカーに LNG を積み替えるターミ

「この自動車の高次解体処理工場は、

カムチャツカ地方のエリゾボ（ペトロパブロ

ナルをカムチャツカ地方東岸に建設するた

『スマートな』自動車部品の分離を行い、

フスク・カムチャツキー市）
、ハバロフスク地

めの組織的、経済的環境を整備する義務

一部は輸出され、一部は二次加工される。

方のノーブイ
（ハバロフスク市）
とゼムギ（コ

を負う。ターミナルの作業能力は年間2000

このプロジェクトは古い自動車を新しい状

ムソモリスカヤ・ナ・アムーレ市）
、マガダン州

万トン、耐用年数は40年を超えるだろう。

態に変貌させるので、我々の合同プロジェ

のソコル（マガダン市）
、サハリン州のホムト

協定書の実行は、積替ターミナルの BOG

クトは『TerminaTOR』と名付けられた」

ボ（ユジノサハリンスク市）となる。自由港

をカムチャツカ半島の発電施設やライフラ

とベルケエンコ社長は話した。新井社長

の枠内の簡易ビザ制度はクネビチ空港ウ

インに活用することによる交通インフラ、
カム

は、ロシアに本質的に新しいビジネスタイプ

ラジオストク市で8月初めから施行されてい

チャツカ地方の貿易経済交流、科学技術

ができる、と述べた。ロイヤルオートパーツ

る。これまでに16カ国の国民に3300の電

交流の拡大・強化も見込んでいる。

社の佐々木社長は、ロシア極東の発展の

2017年8月初めにノバテク社の技術者

ために、自動車のリサイクル分野での自社

グループがビリュチンスカヤ湾、ルースカヤ

の豊かな経験で現地市場の需要を満た

マツダのエンジン工場

湾、ベチェビンスカヤ湾、モロジョバヤ湾で

すことを約束した。

沿海地方で着工

ターミナル建設用地選定の調査を行った。

子ビザが発給された。

（ロシスカヤ・ガゼータ10月21日）
沿 海 地 方「 ナデジディンスカヤ 」先
行 経 済 発 展 区（TOR）の MAZDA

しかし、ノバテクが現在、最も関心を持っ

ガスプロム

ているのは、ペトロパブロフスク・カムチャツ

ロシア極東のガス化を社内協議

キーのモホバヤ湾だ。

（極東開発省 HP 10月27日）

SOLLERS Manufacturing Rus の敷地

カムチャツカでのターミナル建設プロジェ

ガスプロム広報室によれば、ロシア極東

内で、
エンジン工場の建設工事が始まった

クトは遅くとも2022～2023年に実現される

で実施中のプロジェクトの修正に従い、今

ことが沿海地方行政府のウェブサイトで報

見通しだ。
カムチャツカ政府は現在、
ノバテ

年、ガス化目的の投資総額が拡大するだ

じられている。

ク社と共にプロジェクト実施の際の国家支

ろうという。

工場では自動車とマツダSkyActiv-Gシ

援策の活用問題に取り組んでいる。その

新しいガス生産拠点の建設と幹線ガス

リーズのエンジンの製造（機関部品の組

中には、
先行経済発展区（TOR）制度、
ウ

パイプラインの敷設を目的とする東方ガス

立・加工）が行われる。
「会社は年間5万

ラジオストク自由港制度も含まれている。

プログラムの枠内で、東シベリア及び極東
の需要家のガス燃料への転換のための

基の生産を予定している。プロジェクトの
投資金額は30億ルーブル余りになるだろ
う」というMAZDA SOLLERS 社の関係

ロ極東初の自動車解体工場が着工
（極東開発省 HP 10月25日）

環境が整備されつつある。特に、2005～
2016年、
極東連邦管区では、
ガスプロムに

企業グループ SUMOTORIと荒井商事

よって30本のガスパイプライン（総延長約

150人分の新規雇用が生まれ、主に沿海

㈱、㈱ロイヤルオートパーツの合同プロジェ

430キロ）が敷設され、2万1400戸（家屋

地方の住民が採用されるだろう。彼らの教

クトが25日、盛大に開始された。

及びアパート）
、42居住区のボイラー施設

者の談話を広報室は伝えている。工場で
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ベルケエンコ社長によれば、同社は既
に設計を終え、重機が TOR 内に入り、目

育はMAZDA SOLLERSの教習センター

工場の着工に合わせて「ナデジディン

のみならず、日本のマツダの工場でも行わ

スカヤ 」先 行 経 済 発 展 区（TOR）でプ

れることになる。

80カ所のガス化のための環境が整備され
た。

ロジェクト開始式が行われた。式典には

パイプライン輸送天然ガスは、先行社

「現在、工場の基礎工事が行われてい

SUMOTORIグループのビターリ
・ベルケエ

会経済発展区（TOR）の機能にとって重

る。
MAZDA SOLLERSの社員の大部分

ンコ社長、日本人投資家の荒井商事㈱の

要だ。目下、ガスプロムは「ミハイロフスカ

を教習で日本に派遣する準備が着々と進

荒井亮三社長、㈱ロイヤルオートパーツの

ヤ」TORと「ナデジデンスカヤ」TOR（沿

められている。このエンジン工場向けの設

佐々木健吉社長、沿海地方のワシーリー・

海地方）
、
「コムソモリスク」TOR（ハバロ

備の納入業者との交渉もセットされた」とア

ウソリツェフ第一副知事、極東会発展基

フスク地方）
、
「山の空気」TOR（サハリン

レクセイ・ピカレフ沿海地方工業局長代行

金のウラジミル・ペチュルチク第一副総裁、

州）
、
「カムチャツカ」TOR、
「緑の湖」エリ

は明言した。

在ウラジオストク日本国総領事館関係者が

ア（カムチャツカ地方）のガス化プロジェクト

出席した。

を実行している。2017年8月には沿海地方
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の「ズベズダ」造船複合体（「ボリショイ・カ

部会国際協力特別代表が提示した。
「直

コンビナートの生産力年間100万～200万

メニ」TOR）へのガス供給が始まった。

接融資とトランスファー方式の2つのモデル

トンの確保、第2段階（5年後）では、原料

幹線パイプライン「シベリアの力」が建

がある。直接融資にはより多くの時間がか

の採掘、連続鋳造、良質の鉄鋼製品の製

設されれば、サハ共和国（ヤクーチア）
、ア

かる上、ロシアの中央銀行の保証が必要

造、国外での販売を含む製造・販売チェー

ムール州のガス化に着手できるようになる。

だ。2つ目の案は VTB、
貯蓄銀行、
開発対

ンの機能の確保（この段階での計画生産

ガスプロムとヤクーチア政府は2026年まで

外経済銀行（VEB）等のロシアの大手銀

量は年間300万～500万トン）が予定され

のガス供給拡大・地域ガス化プログラムに

行への融資を想定している。ここでは中央

ている。20億ドルの投資が見込まれてい

署名した。アムール州政府とも同様の文

銀行の保証は必要ない。このような129億

る。

書が署名された。同時に、ガスプロムは既

人民元相当の融資が既に提供済みだ。

に、支線ガスパイプラインとガス分配ステー

当行はロシア極東の開発に大いに注目し

ション、さらに「ボストーチヌイ」宇宙基地に

ている。ロシアの中央政府と企業との協力

つながる集落間ガスパイプラインの設計を

が重要だと考えている」と彼は明言した。

行っている。

協議の結果、沿海地方政府によって

■中国東北
第3回中国吉林省・ロシア極東地域
経済協力円卓会議開催

カムチャツカ地方の今後のガス化問題

中国側の提案が検討されることになる。

が協議された。現在、ペトロパブロフスク・

「我々は複数の銀行としかるべく協議し、

カムチャツキー、エリゾボ地区、ソボレボ地

全ての細部を検討した後次の交渉を提案

極東地域経済協力円卓会議が長春で開

区の需要家がガスの供給を受けている。

する。プロジェクト実行の段階を一歩ずつ

催された 。房俐吉林省人民代表大会常

踏んでいくことが必要だ」と沿海地方のワ

務委員会党組書記兼副主任が会議に出

沿海地方の国際輸送回廊事業

シーリー・ウソリツェフ第一副知事は述べ

席し、あいさつした 。会議は「中国吉

中国の大手建設会社が前向き

た。

林省とロシア極東の越境協力」をテー

Railway Group Limited（中国中鉄股份
有限公司）が国際輸送回廊「プリモーリ

8月29日 、第3回中国吉林省・ロシア

マに、
「一帯一路」とユーラシア経済同

（極東開発省 HP 10月27日）
中 国 の 世 界 的 建 設 大 手 China

（吉林日報9月1日）

中国人投資家

盟の結びつき 、中国東北とロシア極東

ロ極東に鉄鋼コンビナート計画

の越境協力によるインフラ建設および

（極東開発省 HP 10月31日）

協調発展 、中ロ協力による投資の問題

香 港 の Debang Guangdong 社 がロ

と傾向 、中ロ経済協力における社会環

同社関係者が沿海地方指導部とプロジェ

シア極東に輸出志向型鋼材高次加工業

境・要素などの議題 、および相互につ

クトについて協議するために沿海地方を訪

クラスターを創設しようとしている。同社の

ながるための建設における具体的な問

れたことを、同地方広報室が伝えている。

プランをアレクサンドル・ガルシカ・ロシア連

題をめぐって討論を深めた。

エ1」と「プリモーリエ2」に関心を示した。

「我々は中国国務院国有資産監督管

邦極東開発大臣とDebang Guangdong

房俐書記はあいさつの中で 、次のよ

理委員会に属する国有企業だ。今年、大

の親 会 社である中国の Hebei Luanhe

うに述べた 。過日 、吉林省政府はモス

手下請業者リストの中で第2位を占めてい

Group の会長が協議した。
この会談はメド

クワで生産能力投資協力プロモーショ

る。世界80カ国以上でプロジェクトを実行

ベージェフ首相の訪中行事の枠内で行わ

ンを行ない 、双方で生産能力・投資・

している。名称にかかわらず、我々は鉄道

れた。

経済貿易・相互通行などの分野での協

「このプロジェクトはロシア極東からアジ

力を強化することで合意に達した。多

業務の30％を占めるに過ぎないが、道路、

ア太平洋諸国への貿易の拡大を目的とし

くの分野で深くて高いレベルの吉林省

地下鉄、
トンネル、空港等も作っている。設

ている。製鉄所の特性とこの種の製造業

とロシア極東地域の協力を促進するた

以外のものもつくっている。鉄道は当社の

計、設備工事、操業も含めたあらゆるサー

の今後の展開を考慮して用地を探す必要

めに 、
「中国吉林省・ロシア極東地域経

ビスを提供している。当社はすでに中国で

がある。我々は、先行経済発展区の投資

済協力円卓会議」は双方の協力の全面

9万キロ余りの鉄道、10万キロ余り
（高速

家が受けているあらゆる税制面の優遇、

的な深化における重要な構成部分とな

道路1万6000キロ含む）の道路を敷設し

行政上の特別待遇、支援を提供するつも

り 、協力の深化のための知的支柱を提

た。我々はロシア極東も開発したい。プリ

りだ」とガルシカ大臣は述べた。

供することになるだろう 。今回の会議

モーリエ1、2には非常に関心がある。ウラ

Hebei Luanhe Group の 会 長によれ

を通じて 、中ロ双方がさらに相互に理

ジオストク－ナホトカ間の道路も急を要する

ば、このプロジェクトを実行するために、中

解を深め 、とりわけ経済貿易協力の制

プロジェクトだと思う。沿海地方政府との覚

国側でSinosteel Corporation
（中国の政

度や規則およびミクロレベルでの環境

書に署名し、作業に着手する用意がある」

府系鉄鋼会社）
、Rizhao Steel Holding

面で交流と共通認識を強化させること

と、中国中鉄の国際プロジェクト部長は述

Group（日照 市 の 民 間 の 鉄 鋼 会 社 ）
、

ができるだろう。

べた。

Jianlong Group も参 加する投 資 家コン

中国側からのプロジェクトへの投資案
を、中国開発銀行のシベリア・極東作業

ソーシアムが組織されたという。
鉄鋼コンビナート創設の第1段階では、

ロシアの学術界 、政界 、実業界の著
名人と中国の関係部門 、企業家、専門
家 、および省政府の関係組織と高等教
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育機関のロシア問題専門家などが会議

アからはガブリロフ・ロ中議員友好グ

オルドス国際空港

に出席した。

ループ代表 、日本からは西銘恒三郎経

顔認識システムの使用開始

済産業副大臣 、北朝鮮からは具本泰対

第11回北東アジア博覧会

外経済省副相 、モンゴルからは食品・

先頃 、オルドス国際空港ターミナル

第9回北東アジア協力ハイレベル

農業・軽工業副部長 、韓国からは姜声

ビルでスマート安全管理システムの設

フォーラム開催

千産業通商資源部次官補が講演した。

置が完了し 、正式に顔認識システムの
使用が開始され 、旅客は身分証を携帯

（吉林日報9月2日）
9月2日、第11回中国北東アジア博覧
会と第9回北東アジア協力ハイレベル
フォーラムが長春で開幕した 。世界各

遼寧自由貿易試験区瀋陽ゾーンに

しなければターミナルビルに入ること

“ ブレーン ”

ができなくなった。

（遼寧日報9月2日）

スマート安全管理システムは顔の特

9月1日 、商務部 、国家発展改革委員

徴の情報に基づいて識別する技術。旅

手を携えて協力の大計画を練り 、北東

会 、北京大学 、人民大学 、対外経済貿

客がこのシステムを通過するとき、顔

アジア地域発展の美しい青写真をとも

易大学などの関係部署・高等教育機関

認識のアルゴリズムを通じて旅客の顔

に描く。汪洋中国共産党中央政治局委

の13人の専門家が 、瀋陽市の指導者か

部分の画像が素早く読み取られ 、短時

員兼国務院副総理が出席し 、基調演説

ら任命書が手渡された 。これにより遼

間で旅客の顔と身分証の写真が照合さ

した。巴音朝魯吉林省共産党委員会書

寧自由貿易試験区瀋陽ゾーン専門家諮

れ 、搭乗する旅客と身分証が同一人物

記も式辞を述べ 、劉国中吉林省長が司

問委員会が正式に成立した。

かが判別される。

地からの来賓が美しい長春で再会し 、

試験区の瀋陽ゾーンが正式に供用開

このシステムは公安の LAN や民間

汪洋副総理は演説の中で次のように

始して4カ月あまり 、制度の革新を通

航空の専用ネットに依拠して 、内モン

述べた 。現在、北東アジアの発展と協

じて市場主体の集中効果が現れ 、各方

ゴル自治区公安庁 、オルドス市公安局

力のチャンスと課題は並存していて 、

面の業務で段階的な目覚ましい成果が

とつながり、空港の到着・出発ゲート

チャンスは課題よりも大きい 。世界経

得られた 。8月30日までに試験区の瀋

や重要な識別場所につながっている。

済の回復が進み 、中モロ経済回廊 、極

陽ゾーンに新規登録した企業は9257

しかも99.99% の精度による顔認識技

東開発 、長吉図開発開放などの地域協

社 、その資本は761.13億元で 、そのう

術で0.3秒しかかからず、マルチスペク

力が進んでおり 、域内の国家の発展と

ち国内資本企業は9187社 、その資本は

トル検査技術をもち 、写真や自撮りな

協力のために新しい動力を注入してい

728.44億元だった。

どのごまかしを防止する効果もある。

会を担当した。

る。

自由貿易試験区建設の歩みを速め 、

中国最長の高地寒冷地快速鉄道

また 、相互に利益のある協力を拡大

積極的に制度の革新 、プロジェクト建

し 、共同発展を促進することは北東ア

設 、貿易の利便化 、産業のモデルチェ

全線レール敷設完了

ジア各国の企業や人々の共通の願いで

ンジとバージョンアップ 、金融開放イ

（黒龍江日報9月7日）

ある。中国側は地域と国が共同で努力

ノベーションなどの分野の業務を推進

して市場の開放をさらに進め 、貿易の

し 、さらに大きな進展を得るために 、

駅構内で 、作業員が最後のレールのボ

利便化レベルを向上し 、規模を拡大す

瀋陽ゾーンでは関係分野の権威者や専

ルトを締め終わると、
和諧型（CRH 型）

ること、投資協力を深め 、相互利益が

門家 、学者に依頼して諮問委員会を組

の機関車がレールを走り 、中国最長の

あってウィンウィンとなる地域の産業

織するよう求め 、最初に許可された委

高地寒冷地域の快速鉄道 、すなわちハ

チェーン・イノベーションチェーン・

員は13名だった。その中には李光輝商

ルビン－ジャムス鉄道全線のレール敷

物流チェーンを構築すること 、地域経

務部国際経済貿易研究院副院長 、黄権

設業務が完成し 、来年の6月開業のた

済の全体的な競争力を上げること 、相

漢国家発展改革委員会マクロ経済研究

めに基礎を固めた。

互連結を地域協力の優先的な方向性と

院産業経済・技術経済研究所所長 、屠

哈佳哈牡客専公司の李雄飛副社長に

し 、北東アジア地域全体をカバーする

新泉対外経済貿易大学中国 WTO 研究

よれば 、ハルビン－ジャムス鉄道の主

陸海複合一貫輸送ルートを創造するこ

院院長 、黄大慧中国人民大学国際関係

要な部分の工事は8月末までに90％完

となどを望んでいる 。対話と交渉を通

学院副院長も含まれている。

成しており 、10月末までに静態的な検

9月6日11時、新しく建設された方正

じて焦点となっている問題を解決する

当日の専門家諮問委員会第1回会議

査とレールの補正を完成させ 、来年3

努力をして 、地域の持続的な平和と共

では 、遼寧自由貿易試験区瀋陽ゾーン

月に動態的な検査と走行試験の段階に

同発展を促進しよう。

の第2期政策リストを審議し 、試験区

入り 、2018年6月に供用開始の予定だ

の2017年の課題と研究の方向性を確

という。開通後のハルビン－ジャムス

定した。

鉄道は旅客と貨物の共用による快速鉄

フォーラムでは、林念修国家発展
改革委員会副主任 、銭克明商務部副

62

（内モンゴル日報9月7日）

部長 、姜増偉中国国際貿易促進委員会

道となる 。旅客輸送では 、ハルビンか

会長などがそれぞれ式辞を述べ 、ロシ

らジャムスまでの運行時間は現在の6
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時間余りから2時間以内に短縮され 、

ム2017」年度大会について記者発表し

月14日の大連港グループの情報によ

貨物輸送では付加価値の高い貨物の輸

た 。内モンゴル自治区発展研究セン

れば 、昨年 、一汽物流が大連港の自動

送が主となる見込みだ。

ターの関係者が「中モロ・シンクタン

車埠頭に出資してから 、
「港湾物流＋

2016年6月に着工以来 、ハルビン－

ク国際フォーラム2017」年度大会の状

自動車産業」の深いレベルでの協力モ

ジャムス鉄道は国家の『中長期鉄道網

況について説明し 、記者の質問に答え

デルが非常に速く「収穫季」に入った。

規画 』の重点建設プロジェクトであ

た。

1月から8月まで 、大連港が積み替え輸
送した一汽製品は5.6万台、前年同期比

り 、全長343キロ 、時速は200キロの予

「一帯一路」の中の中モロ経済回廊

定。供用開始後はハルビン－チチハル

建設を推進するために 、中モロ3国外

高速鉄道および建設中のハルビン－

務次官級北京会議での3国の学術・シ

牡丹江 、牡丹江－ジャムス鉄道と連結

ンクタンク交流メカニズムを確立す

5年連続で東北口岸の業務量の100％

し、龍江2時間経済圏を構築すると同

る合意に基づき 、中国の外交部が提起

を占め 、鉄道・海運一貫輸送の豊富な

時に 、ハルビン－大連高速鉄道と接続

し 、国務院発展研究センター国際協力

経験と整備された自動車物流システム

して 、全国の高速鉄道網に組み込まれ

局 、内モンゴル自治区発展研究セン

は 、東北の重要な自動車メーカーの第

ることになる。

ター、モンゴル科学アカデミー、モン

一汽車グループの協力を呼び込んだ。

ゴル国立大学 、ロシア科学アカデミー

2016年9月 、第一汽車グループ傘下の

満洲里市税関管轄区

極東研究所を第1回の共同理事長組織

一汽物流が正式に出資し 、大連港自動

輸出入ともに増加の勢い

として、2015年9月に中モロ・シンクタ

車埠頭の四大株主の一つとなった。

（内モンゴル日報9月12日）

ンク協力連盟が設立され、2015年9月、

で99倍となった。
大連港の自動車埠頭は2012年以降、

深いレベルでの協力モデルが始ま

満洲里税関統計によれば 、今年7カ

2016年9月にそれぞれモンゴル・ウラ

り 、今年から 、一汽大衆の多くの製品

月間で 、満洲里税関管轄区の輸出入額

ンバートル 、中国内モンゴル自治区フ

が以前の陸運から海運に転換した。1

が216.3億元を達成し、昨年同期に比べ

フホト市で第1回、第2回の「中モロ・シ

月に一汽大衆は「大連－上海」航路を

22.6％の伸びとなった 。輸出額は75.5

ンクタンク国際フォーラム」が開催さ

開設し、4月には「大連－煙台」航路、8

億 元 で22.6 ％ 増 、輸 入 は140.8億 元 で

れ 、滞りなく終了した 。連盟の規定に

月には「広州－大連」
「大連－寧波」航

22.7％増と、双方とも増加趨勢だった。

従って 、ロシア科学アカデミーシベリ

路を連続して開設した 。現在は4航路

満洲里税関管轄区における外国貿易

ア支部モンゴル学・仏教学・チベット学

が一汽製品の南北往来をサービスして

の成長は主に四つの要素からなる 。受

研究所が輪番で主管する「中モロ・シ

いる。

給側の構造改革の推進により企業の木

ンクタンク国際フォーラム2017」年度

材・石炭・鉱石などの製品の輸入規模

大会が9月18日から22日までロシアの

がすべて拡大したこと 、家電企業の新

ブリヤート共和国ウラン・ウデで開催

興市場開拓により機械・電気設備製品

される。

大連港で新記録
国際大型クルーズ船始発航海
（遼寧日報9月21日）

の輸出活力が目覚ましいこと 、互市貿

今回のフォーラムは「中モロ経済回

9月20日、
イタリア・MSC グループの

易・総合保税区などの新貿易が成長の

廊：発展の青写真」をテーマに 、3国が

豪華客船「抒情号」が再び大連港に寄

スポットライトとなったこと 、満洲里

共通して注目している「課題と発展見

港・停泊した 。9月8日以来4回目の「抒

の中ロ貿易の役割が突出し 、内モンゴ

通し」
「インフラと商業・貿易」
「農業・

情号」寄港・始発となり 、1万人近い旅

ル自治区の企業が「一帯一路」沿線国

観光・生態」
「人文協力」などの議題を

客が「抒情号」に乗船し、日本に向かっ

家と累計で372.6億元の輸出入を行な

めぐって深く検討される 。中国・モン

た 。そのうち大部分は東北地方から来

い 、伸び幅が41％に達したことだ 。こ

ゴル・ロシアの専門家約110名が参加

ている。

のほか、満洲里が「草原シルクロード」

する 。そのうち中国側は40名余り 、モ

大連港は交通運輸部の「全国沿海ク

経済帯と「中国・モンゴル・ロシア経済

ンゴル側は20名余り、ロシア側は40名

ルーズ船港湾配置規画」で重点的に発

回廊」の重要なハブ都市として 、対ロ

余り。中国側は40本以上の会議論文を

展させようとする始発港だ 。2015年8

貿易の8割以上の輸送量を請け負って

提出し 、学術交流に臨む。

月、
「中華泰山」号が大連港から初航海
し 、大連港のクルーズ船母港としての

いることがある。

中モロ・シンクタンクフォーラム
ロシアで開催
（内モンゴル日報9月13日）

大連港、4航路連続開設

供用を開始した 。2016年7月 、大連港

北東アの自動車中継輸送センターへ

国際クルーズ船センターが正式にオー

（遼寧日報9月16日）
一汽大衆（中国第一汽車集団公司と

プンし 、7万トン級以上のクルーズ船
の停泊作業を完成し 、
「ロイヤルカリ

9月12日、内モンゴル自治区政府新

フォルクスワーゲンの合弁）は今年大

聞弁公室がフフホトで「中国・モンゴ

連港で4本の航路を開設し 、毎月平均

「MSC グループ抒情号」
「中華泰山」号

ル・ロシア・シンクタンク国際フォーラ

7000台を大連港で積み替えている 。9

など延べ26隻が大連港を母港として

ビアン・レジェンド・オブ・ザ・シー」
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営業し、出入国旅客は延べ6.48万人を
超えた。

立した。
当日は第2回中国・モンゴル博覧会が

今年、大連市は中国クルーズ船観光

開幕し、その期間中に中モ金融協力連

始発駅は北京の星火駅 、全線で19の新

発展実験区として承認され 、クルーズ

盟の調印式が行われ、中国側の金融機

駅が建設され 、そのうち遼寧省区間に

船業務の発展のために新しい活力を注

関27社とモンゴル側の金融機関6社が

10駅ある 。京瀋高速鉄道開業後 、北京

入し 、
「コスタビクトリア号」「ダイヤ

戦略的協力備忘録に署名し、連盟のメ

－瀋陽間の所要時間はおよそ2.5時間

モンドクルーズ・グローリーシー号」

ンバーとなった。中国側メンバーは包

に短縮される。

が初めて寄港・停泊し 、1年間で延べ32

商銀行、中郵人寿保険、恒豊銀行、内モ

隻の汽船を受け入れ 、出入国者数は延

ンゴル銀行等で、モンゴル側メンバー

ハルビン－綏芬河－ウラジオ－釜山

べ6万人を超える予定だ。

はモンゴル貿易・発展銀行、モンゴル国

陸海一貫コンテナ列車輸送量が最多

家銀行、ジンギスカン銀行など。

中モロの鉱産資源開発商談会開催

（黒龍江日報10月2日）

包商銀行の李鎮西代表取締役は連盟

9月28日 、綏芬河駅の関係筋による

の中国側主席として調印式で次のよう

と 、ハルビン－綏芬河－ウラジオスト

9月26日、第2回中国・モンゴル博覧

に述べた 。中モ金融協力連盟は中モ両

ク－釜山の陸海複合一貫輸送ルート

会鉱産資源開発商談会がフフホトで開

国の金融機関が成立させた非営利かつ

で 、今年国際コンテナ輸送列車が83本

催された。内モンゴル自治区の王波副

開放的な越境金融協力組織で 、
「平等・

出発し、取扱量が9098TEU を突破し、

主席 、姜建軍国土資源部科学技術・国

自発・自主・独立」を原則とし、
「資源共

前年同期比267％となった。

際協力司司長 、モンゴル国の議員が会

有・相互補完・互恵協力」を旨とし 、協

今年に入ってから 、綏芬河駅は「ア

議に出席してあいさつした。

力によるウィンウィン 、開放的で包括

ジア太平洋の陸海ゴールデン・ブリッ

的な発展理念を提唱し 、メンバー間の

ジ」の役割を果たし 、物流市場の変化

鉱産資源を有しており 、中モロの鉱業

意思疎通・交流と業務協力を通して、

に絶え間なく対応しており 、市場の需

協力を強化することは内モンゴル自治

中モ経済貿易の高効率の発展メカニズ

要に応じて列車の本数をその都度増や

区とモンゴル・ロシアとの協力の「演

ムを確立し 、中モ金融全面協力を促進

し、
「中外中（中国－外国－中国）
、中

技が難しい芝居（重要な任務の意）」だ

することにその主旨がある。

外外（中国－外国－外国）
、外中外（外

（内モンゴル日報9月27日）

王波副主席は、中モロ3国は豊富な

と語った 。また 、内モンゴル自治区の

さらに 、
「一帯一路」建設が加速・推

国－中国－外国 ）
」といった三つの越

地質調査業界のリーダー的企業とし

進されている現在 、中モ金融協力連盟

境貨物輸送方式を通じて陸海複合一

て 、内モンゴル地質調査局 、内モンゴ

はイノベーションを進め 、国境を越え

貫輸送を円滑化すると同時に 、鉄道輸

ル非鉄金属局 、内モンゴル炭田局がモ

た統合と団結による発展を通じ 、中モ

送・出入国通関・海上輸送のシームレス

ンゴル国で地質調査や鉱山開発などの

ひいては北東アジアの経済構造のモデ

な結合を実現した 。これらの措置によ

面で業務を展開し、国外会社9社を成

ルチェンジとバージョンアップを先

り 、年初の月3本の運行から現在の週

立させ、36のプロジェクトの協力展開

導・推進し 、中モ経済貿易協力関係ひ

平均1.4本へ増便運行が約束されてい

をして、累計で4億元近い資金を投入

いては中モロ経済回廊の建設に大きく

る。

した。これにより内モンゴル自治区の

貢献するだろうと述べた。

地質調査機関によるモンゴル国での業

ハルビンを中核 、綏芬河を拠点と
し 、ロシアのボストチヌイ港あるいは

務の発展を大いに支援することにな

京瀋高速鉄道

ウラジオストク港を経由して韓国の釜

り 、中モロ経済貿易協力を推進するの

遼寧省区間全線レール敷設

山までの「中外外」国際陸海一貫輸送

に重要な役割を発揮しているとした。

（遼寧日報9月29日）

はおよそ7日間しかかからない。輸送

商談会は全部で5つの協力協定を調

9月28日、枕木に長さ500メートルの

印し 、協力分野は非鉄金属資源の探査

最後の鋼製レールが敷設されたことに

みても同ルートの優位性は明らかだ。

開発 、鉱産品の加工までの延長 、資源

より、北京－瀋陽（京瀋）高速鉄道の遼

この列車に載せた貨物の多くは上海、

産業の経営などにわたり 、目標貿易額

寧省区間全線のレール敷設工事が終わ

寧波 、広州などの南方地域の港に輸送

は年間15億元に上る。

り 、遼寧区間の開業のための基礎を築

されるほか、一部の商品は台湾、日本、

いた。

韓国などの国々に輸送される 。また、

中モ金融協力連盟がフフホトに成立

コストと時間コスト 、いずれの点から

京瀋高速鉄道遼寧省区間のレール敷

このコンテナ列車で輸送された貨物は

設工事は昨年9月から始まり 、長さ500

破損が少なく 、スピードが速く 、価格

メートルの継目のないロングレールを

が安く 、便利で快適という特徴を持っ

銀行）とモンゴル貿易・発展銀行を先

直接敷設する方法を導入した 。現在 、

ている。

頭に、中モ両国の金融機関33社が参加

京瀋高速鉄道遼寧省区間の通信 、信号

する中モ金融協力連盟がフフホトで成

などの工事が順番に進められている。

（内モンゴル日報9月28日）
9月26日、包頭商業銀行（略称：包商
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京瀋高速鉄道は全長698キロメート
ル、設計速度は時速350キロメートル。
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満洲里市中ロ互市貿易区

ベーションの推進、旧工業基地の構造調

れ 、黒龍江省とロシア極東地域との時

取引額1億元突破

整の加速化、北東アジア地域の開放協力

間的・空間的距離を短縮させると同時

などをカバーしている。ゾーンの建設と

に 、綏芬河・東寧・穆棱3口岸および同

発展の実際の状況に合わせて、瀋陽市は

地域の総合力の向上 、対外開発・開放

段階的に実施していく。

の拡大 、観光業をはじめとする産業の

（内モンゴル日報10月10日）
満洲里税関の最新統計データによる
と 、今年1～8月で満洲里市の中ロ互市
貿易区の取引額が1億元を突破し、1.03
億元に達した。

今年4月10日にオープンしてから第
2弾の政策リストが公布されるまで 、

グレードアップにとって重要な意味を
持つ。

2016年以来 、満洲里互市貿易区は満

瀋陽ゾーンは半年運営されてきた 。10

洲里市政府に指定された重点改革プロ

月9日までに瀋陽ゾーンに登記した企

遼寧口岸での水産品輸入

ジェクトを徹底的に開放し 、互市貿易

業は1万583社 、登録された資本は908

100万トンの大台突破

区における改革開放の度合いは絶え間

億元に上る。その内、外資企業は87社、

なく高まっている。互市貿易区の全体

その資本は5.75億ドルとなった。

（遼寧日報10月13日）
遼寧省出入国検査検疫局からの情報

的な機能のグレードアップ改造と卸売

産業プロジェクトが加速されると同

によれば、３四半期（1～9月）までの遼

り専用通路の供用開始により 、卸売り

時に、瀋陽ゾーンの重点的な建設プロ

寧口岸における水産品の輸入が初めて

区域の流通速度も大幅に向上した 。現

ジェクトや制度革新策も全面的に進め

100万トンの大台を突破して114.4万ト

在 、互市貿易区で登録された商品は50

られている。自由貿易試験区の中心機

ンに達し 、前年同期比43.76％増加し

項目、およそ600種類ある。ロシア産食

能を整備するための総合保税区新 B 区

た。

品のような一般商品以外に 、服飾 、人

のプロジェクトがすでに承認され、建

遼寧省出入国検査検疫局食品部の責

工水晶製品、革靴、白樺樹皮細工など、

設が全面的に開始されている。9月21日

任者によれば 、遼寧省の水産品輸入が

10種類余りの商品が新たに追加され 、

には、共同検査サービスセンターの基

大幅に増加した原因は二つある 。一つ

観光繁忙期のヒット商品となった 。互

礎工事も開始された。通関業務を進め

は 、今年は「歴史上最長の休漁期」で、

市貿易区はすでに満洲里を訪問する観

るための「瀋陽港」プロジェクトも建設

国内の漁業資源が足りず 、国外からの

光客に人気のレジャー・ショッピング

プランを計画中で、運営主体を確定中

輸入や国外での漁労が盛んになり、水

スポットとなった。特に、7月以来の観

だ。先進製造・金融サービス・融資リー

産品輸入が国内の水産品不足を補っ

光繁忙期が貿易区の取引額を一気に増

スなどの産業支援政策がすでに推進さ

た。もう一つは、輸出での生産・販売が

加させ 、仕入れ・販売の両方とも盛ん

れている基礎の上で、年内には現代物

盛んになり 、1月から9月までの水産品

になっている。免税ホールで買い物を

流・科学技術サービス等の重点的な発

輸出が43.7万トンに達し 、これまでで

していた観光客は「国を出なくても本

展産業の支援政策も出される予定だ。

最高となった 。原料を輸入する加工貿
易の安定的な成長が水産品の原材料輸

場のロシア産食品を入手できる」と満
足そうに語った。

綏芬河東寧空港が着工
（黒龍江日報10月11日）

遼寧自由貿易試験区瀋陽ゾーン
政策リスト第2弾95項目打ち出す
（遼寧日報10月11日）

入量を大幅に増加させている。
輸入量の増加にともない 、遼寧省出

10月10日 、綏芬河東寧空港の主体工

入国検査検疫部門は通関の手続きをさ

事の起工式が工事現場で行なわれた。

らに最適化し 、良好なビジネス環境を

綏芬河東寧空港は国内の4C 級地方

整えている 。水産品輸入の検査検疫時

10月10日 、遼寧自由貿易試験区瀋陽

空港で 、敷地面積1.97平方キロメート

ゾーンでは、第1弾105項目の政策リス

ル 、承認された工事の投資金額は概算

トの公布と重点的発展産業リストの制

で11億4768万元、竣工後はボーイング

定に続き 、第2弾の政策リスト95項目

737型機 、エアバス320型機など C 級

の改革事項が正式に打ち出された 。そ

機材が就航できる 。旅客ターミナルビ

10月13日午前 、長春国際港の竣工

の中には 、企業の年度報告の公示や経

ルは 、2025年の年間旅客数45万人 、貨

式および中欧班列（中国－欧州輸送列

営異常社名リスト（公示をしない企業

物取扱量3600トン、発着回数4788便と

車 、長春－ハンブルク間）の開通式が

名の公表）の実行 、リサイクル事業の

いう目標を設定した 。初歩的な案とし

長春新区で行なわれた 。王君正中国共

試験地点での実施 、出入国の利便サー

て、国内線は北京、瀋陽、大連、青島な

産党吉林省常務委員会委員・長春市委

ビスの施行など 、多くの注目分野が含

ど 、国際線はロシアへの就航が計画さ

員会書記 、金育輝吉林省副省長 、劉長

まれている。

れている。

龍長春市長が式典に出席した。

間は 、昨年より40％以上短縮した。

長春－ハンブルク中欧班列初運行
（吉林日報10月14日）

工期はおよそ3年 、2020年に試験飛

王君正書記が長春－ハンブルク中欧

政府機能の確実な転換、投資分野の改革

行を実施する予定だ 。空港完成後 、綏

班列の発車を宣言した後 、貨物を満載

推進、貿易のモデルチェンジとグレード

芬河市では道路・鉄道・航空という複

した42両の中欧国際貨物輸送列車が

アップの推進、金融分野の開放とイノ

合的な国境通関交通システムが形成さ

長春国際港を出発してドイツのハンブ

瀋陽ゾーンの第2弾の政策リストは、
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ルクへ向かい 、長春国際港の正式開港

の輸出入額は49.5億元、38.4億元、16.9

大連港を悠々と出発した 。これはスロ

を印象づけた。

億元となっている 。輸入は石炭 、製材

バキアに直通する中国国内初の中欧班

木 、銅鉱石などの資源関連商品に集中

列であり 、中国とヨーロッパの間で新

ブルク中欧班列の初便は長春鉄道総合

し 、それぞれの輸出入額は107.9億元 、

しい物流ルートが出来たことを意味す

貨物倉庫を出発し 、満洲里口岸から国

77.9億元 、58億元となっている。

る。

関係筋によると 、今回の長春－ハン

「 中国大連－スロバキア・ブラチス

境を越え 、途中ロシア 、ベラルーシ 、
ポーランド 、ベルギー、ドイツの多く

興隆総合保税区

ラ バ 」中 欧 班 列 は 総 距 離1万537キ ロ

の都市を経由する。最高時速120キロ、

冷蔵水産物輸入口岸が国家検査通過

メートル 、途中ロシア 、ウクライナを

所要日数は12～15日。輸送貨物は主に

（吉林日報10月24日）
10月17日 、長春興隆総合保税区・冷

スラバに到着する 。当日 、列車は41個

部品、バルブ、服飾など 。当面は1便

蔵水産物輸入口岸が順調に国家質量検

のコンテナ貨物を載せ 、金額ベースで

だけの運行だが 、定期化されれば毎週

査総局の検査を通過し 、琿春口岸 、圏

300万ドルを超えた。

5便出国・2便入国の運行になる見込み

河口岸、図們道路口岸に次いで 、吉林

これまでに大連港で開通した中欧班

だ。

省で4番目 、そして省中心部唯一の冷

列はロシアと中央アジア方面を中心と

蔵水産物輸入口岸になった。

していたが 、スロバキア直通の列車は

長春－ハンブルク中欧班列の開通・
運行は吉林省とヨーロッパ諸国の貿易

この口岸は興隆総合保税区に位置

「輸送時間が短く積替効率が高い」と

往来に大きな協力プラットフォームを

しており、総面積1.6万平方メートル 。

いった優位性によりヨーロッパの奥地

提供するほか 、物流コストを削減する

口岸では、検査検疫の条件に合致した

まで入り込み 、その効果はヨーロッパ

役割を果たす。

コールドチェーン検査・貯蔵一体化施

全域に波及していくだろう 。この2年

設、登録済の冷蔵倉庫、検疫処理所、公

間 、大連港の中欧班列による貨物輸送

内モンゴル自治区3四半期

務施設ほかの施設・設備が整備され、

量は爆発的に増加した 。2016年、大連

対外貿易総額717.5億元を実現

毎年2万トンの冷蔵水産物を調達する

港のコンテナ通過量は1.8万 TEU を実

能力を有するほか 、出入口で放射性物

現し 、2015年と比べて106.3％増加し

フフホト税関によれば 、今年1月か

質検査機械と自動消毒スプレーシステ

た 。今年は第3四半期までの累計で2.3

ら9月 、内 モ ン ゴ ル 自 治 区 が 輸 出 入

ムが設置された上に 、監視カメラが全

万 TEU を突破し、前年同期比121％の

総額717.6億元を実現し 、前年同期比

域をカバーしている 。そのため貨物は

伸びとなった。

29.1％の伸びとなった 。そのうち 、輸

検査段階で汚染を防ぎ 、品質を保障す

出額は254.9億元で前年同期比20.7％

ることができる。

（内モンゴル自治区10月23日）

増 、輸入額が462.6億元で前年同期比
34.3％増となった。

口岸が正式に開放された後 、ロシ
ア 、ニュージーランド 、オーストラリ

ロシアのシロイルカ
琿春口岸から入国
（吉林日報10月30日）

分析によると 、自治区の対外貿易は

アをはじめとする国や地域産の魚 、エ

先頃 、総重量500キログラムのシロ

輸入が資源関連商品を主とし 、今年に

ビ 、カニ 、貝類など 、種々雑多な冷蔵

イルカがロシアから琿春口岸を経て

なって石炭 、銅鉱石をはじめとする主

水産物が航空・鉄道のコールドチェー

「 入国 」した 。これは昨年はじめて吉

要輸入商品の輸入量増加と価格上昇

ン輸送で直接長春に運ばれ 、検査は平

林省の口岸を経て入国して以来2度目

につれて 、対外貿易総額も増加したと

日3日間以内に終え 、検査検疫証明書

の入国で 、今年は初めて 。当日午前10

いう。民営企業が自治区対外貿易の主

は平日5日間以内に発行できる見込み

時頃 、シロイルカを乗せた貨物車が琿

力となり、その輸出入額は547億元で

だ 。これにより 、長春の消費者は市内

春口岸に到着し 、琿春出入国検査検疫

前年同期比41.4％増加した 。国有企業

でも鮮度の高い輸入冷蔵水産物を買え

局・税関・国境検査など共同検査部門の

の輸出入額は113.8億元で同5.5％減 、

るようになる 。今後は総合保税区がも

職員が検査を実施した 。その後 、シロ

そのほか、外商投資企業の輸出入額

つ国内外の優位性と結びつけ 、冷蔵水

イルカは琿春検査検疫精密検査場で消

は54.6億元で同13.7％増となった 。モ

産物の貯蔵・加工・配送などのサービス

毒と検疫が行なわれ 、病原菌の有無な

ンゴルとロシアが2大貿易パートナー

を展開し、吉林省の対外貿易、消費、物

どが調べられた。

で、対モンゴル輸出入額は197.6億元で

流の発展を促進していく。

随行員の話によれば 、今回輸入され
たシロイルカは体長約3.5メートル、総

同50.6％増 、対ロシア輸出入額は160.4
億元で同20.5％増となった。また 、対

大連港

重量約500キロで子供のシロイルカだ

オーストラリアと対英国の輸出入額が

スロバキア直通の中欧班列開通

という 。琿春口岸から入国した後、摂

倍増し、それぞれ26億元と15億元と
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経て終点のスロバキアの首都ブラチ

吉林省および華北地方の一部の自動車

（遼寧日報10月28日）

なっている。機械電子製品、農産物、紡

10月27日午前、
「中国大連－スロバ

績服飾が主要な輸出製品で 、それぞれ

キア・ブラチスラバ」コンテナ列車が
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氏16度の恒温車両で30時間余りの旅
をして 、2600キロ離れた杭州極地海洋
公園に送られる。
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■モンゴル

の首都に支店を開設した。
開所式にはチョ
イジルスレン財務大臣、駐モンゴル中国大

組織との連携に関する覚書に署名した。
この覚書に従い、双方は、鉱業ではな

バヤン・ウルギー県

使、ICBC の Gu Shu 副行長が出席した。

い中小企業に係る複数の共同事業（貿易

アブラナを中国へ輸出

開所式でグ氏は、
「ICBC はモンゴル経済

知識の向上、
資金協力を得てビジネスをす

と中国経済の架け橋になるだろう」と述べ

るために必要な情報の提供など）を実施

た。

する。さらに、双方は中小企業の新規市

（MONTSAME 9月5日）
Azat 社が中国企業と合弁で今年、
アブ
ラナをバヤン・ウルギー県サグサイ郡の240
ヘクタールで試験的に栽培した。
バウイルジャン県議会議長とグイルイム

場進出や輸出向け商品の製造の方面で

エルデネバト首相が解任
（MONTSAME 9月7日）

も協力することにしている。
このプロジェクトの枠内で、一定の基準

ハン県知事は3日、アブラナ畑を訪れ、2社

モンゴルの国民大会議（国会）は7日に

を満たす企業は10万ドルまでの無償の資

の作業を見学した。県行政府の支援の下

召集された臨時会議で、エルデネバト首

金協力を得ることになる。プロジェクトの実

で実施されているアブラナ栽培プロジェクト

相の解任について審議した。出席議員73

行期間は4～5年となっている。

の枠内で、50人余りの新規雇用が創出さ

人中42人が賛成（57.5％）
、反対は42.5％

れた。今日現在で、下請け会社が収穫用

だった。

コンバイン、その他必要な機械を輸入し、
収穫作業を開始した。

国会決議にしたがい、エルデネバト首相

モンゴル政府が省エネ計画を承認
（MONTSAME 9月21日）

と彼の率いる政府は全員辞職する。この

内閣は20日の閣議で「国家省エネプロ

国会決議は採択と同時、つまり9月7日に発

グラム」を承認し、この計画の実行に必要

モンゴル大統領

効する。さらに、憲法に従い、首相の辞職

な資金を国と地方の毎年の予算に反映さ

ロ・モ円卓会議でスピーチ

は内閣総辞職も伴う。
「政府」法に従い、

せ、国際金融・融資・支援プログラムに盛り

次の首相は国会が30日以内に指名しなけ

込み、官民連携をベースに資金調達する

ればならない。

ことを決定した。

（MONTSAME 9月6日）
モンゴルのバトトルガ大統領は6日、東方
経済フォーラムのロシア・モンゴル円卓会議
の開会でスピーチした。

エルデネバト首相は新しい首相の任命
まで職務を遂行する。

モンゴル側からはガンバト道路・交通開

暫定値では、
この国家プログラムの実行
によって6億1000万キロワット時の電力を
節約し、大気への GHG 排出を60万トン削

発大臣、デルゲルマー駐ロモンゴル大使、

モ中合同技術移転センター

減することが可能となる。つまり、この数値

エンフボルド大統領府長官、バトツェツェグ

2018年に開設

は2016年のダルハン火力発電所の発電

外務副大臣、ロシア側からはレビチン大統

（MONTSAME 9月15日）

量の2倍であり、約20万世帯の年間の電

領顧問、
ドンスコイ天然資源・環境大臣、
ア

9月13日にウランバートル市で開催され

ジゾフ駐モロシア大使、ベロジョーロフ「ロ

た学術会議「農業・イノベーション・技術移

シア鉄道」社長、ほか政府関係者、両国

転での協力のための一帯一路」の中で、

食肉輸出のために

の企業関係者150名余りが出席した。

モンゴル・中国技術移転センターの開設が

家畜の防疫区域が設けられる

バトルガ大統領はスピーチの中で、F/S

話題となった。

力消費量に等しい。

（MONTSAME 9月28日）
9月27日の定例閣議で、複数の議題が

を吟味し、エルデネト採鉱・選鉱コンビナー

内モンゴル自治区モンゴル・中国技術移

トの体系的人材を育成することで、モンゴ

転センターのツォグト所長によれば、このセ

ルに鉱業原料加工企業をつくる考えを示

ンターは来年開設される。
「我々は、衛星

防疫検疫区域の創設を受け、モンゴル

した。貿易取引高を拡大し、料率・非料

を介して携帯電話による家畜の居場所の

国政府はアルハンガイ県、バヤンホンゴル

審議された。

率的障害を排除するために、モンゴルは

追跡や放牧地の生産高管理の技術など、

県、
ボルガン県、
ゴビ・アルタイ県、
ダルハン・

ユーラシア経済連合に自由貿易協定の締

複数の最先端技術をモンゴルに導入する

オール県、
ドンドゴビ県、ウブルハンガイ県、

結を提案した。バトトルガ大統領は、ユーラ

つもりだ。また、我々はモンゴル科学院、農

ウムヌゴビ県、ザブハン県、トゥブ県、オブ

シア経済連合の参加国がモンゴル側の提

業・軽工業省、教育・科学・文化省の先端

ス県、フブスグル県、セレンゲ県の知事た

案を好意的に受け入れるものと確信してい

技術を入念に研究し、それらを内モンゴル

ちに、法律にしたがって放牧地と牧草地の

る。スピーチの終わりに、大統領は、モン

自治区に導入するつもりだ」とツォグト所長

提供に協力し、
国内外からの投資をサポー

ゴル・ロシア・中国経済回廊の形成が地域

は述べた。

トするよう指示した。
内閣は、セルゲレン食糧・農牧業・軽工

の発展に大きく貢献するだろうと述べた。

中国の大手銀行
ウランバートル支店を開設
（Asia Russia Daily 9月6日）
中国工商銀行（ICBC）が5日、モンゴル

鉱業を除く中小企業の輸出促進

業大臣代行、ツァガーンフー国家専門検

世銀が支援

査局長、関係する各県の知事に、検疫体

（MONTSAME9月18日）

制が敷かれ家畜の移動が監視される検

モンゴル開発銀行は18日、輸出促進プ

疫区域を指定地に設けるよう指示した。さ

ロジェクトの実行を担当する世界銀行の

らに、近隣諸国の専門機関と合意し、国
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内外の投資を誘致することで、家畜を飼

フォーラム「モンゴルとユーラシア経済連

有し、石炭の割合は88％、ディーゼル燃料

育するための隔離検疫区域も一部の国境

合2017」が開催された。

6％、風力6％、水力発電所2％となっている

チェックポイント付近に設けることになった。

フォーラムでは、
「モンゴル－EAEU：投

（モンゴル国エネルギー庁、2015年）
。

資、交通運輸、エネルギー産業での協力

2025年までに

と発展動向」、
「モンゴル－ EAEU：技術

UB 市の粗炭使用をゼロに

調整、衛生、獣医学での協力動向」という

（MONTSAME 9月29日）

テーマ別セッションが行われた。モンゴルと

欧州評議会は9日、モンゴル・EU 包括

9月28日、ウランバートル市のメイン広場

EAEU メンバー国（アルメニア、ベラルー

的パートナーシップ・協力枠組協定の締結

で見本市「環境に優しい最先端技術」が

シ、カザフスタン、キルギス、ロシア）
との通

に関する決議を採択した。欧州評議会は、

開催された。このイベントでは、バトバヤル

商関係における障壁の排除を目的とし、モ

この協定の発効への道を敷いた欧州議

環境副大臣代行がスピーチし、政府が市

ンゴルの関連機関と EAEU の協力覚書

会による承認後、今週の自らの会合でこの

内の大気汚染の改善に注力していること

が署名された。フォーラムの会期中、その

決議を採択した。評議会の決議は批准プ

を述べた。

他にも重要な二国間文書が署名された。

ロセスを完了させ、合意文書の発効を可

「環境省は首都の大気汚染の改善の

ソフトバンクが出資する

年3月から2025年までのプログラムが順調

2つ目の風力発電所が稼働
（Asia Russia Daily 10月9日）

効する。
モンゴルとEU の枠組協定交渉は2010
年にスタートし、2013年に終了した。EU の

炭の消費は完全になくなり、大気汚染度は

10月6日、クリーン・エナジー・アジア社と

全加盟国が議会レベルで協定を承認した

50％低下するだろう。プログラム推進の枠

Newcom（ニューコム）社、
SB エナジー社

ため、欧州議会は2017年2月15日、協定

内で、すでに現在、複数の大型措置が実

（日本）が、モンゴル南部で出力50メガワッ

締結に同意した。

施されている。例えば、
クリーン技術の使用

トの風力発電所を無事、稼働させた。この

発 効 後、同 協 定は現 行の1993年の

を奨励する目的で特別ローンや短期ローン

ウィンドファームは国内2番目となる。ニュー

EC・モンゴル貿易経済協力協定にとって

を提供する融資ファンドが設立された」と

コム・グループとSB エナジーが出資設立し

代わる。
この協定は、
モンゴルとEU のパー

バトバヤル副大臣代行は見本市でのインタ

たクリーン・エナジー・アジアは、
「ツェツィー」

トナーシップの枠組みを拡大し、貿易、経

ビューで語った。
ウランバートル市グリーン開発・大気汚染
対策課のバトバヤスガレン課長は、
「科学
院のデータによると、首都のゲル地区に住

プロジェクトより先に、国内初のウィンドパー

済、開発援助、農業、農村開発、エネル

ク「サルヒト」建設プロジェクトを成功させ

ギー、気候変動、調査研究、イノベーショ

ている。

ン、教育、文化等の分野での二者協力を

クリーン・エナジー・アジア社は2016年9

強化することだろう。

む世帯の60％で住居の熱損失が見られ、

月にツェツィー風力発電所を着工 。1年で

これまでに報じられたように、EU は2017

それが粗炭消費を拡大させ、大気汚染を

25基の風力発電装置を設置し、ツェツィー

年7月、ウランバートル市に駐在事務所を

悪化させている。そのため、まずは熱損失

変電所と32キロの送電線を建設した。こ

開設することを決定した。

の低減が必要だ」と述べた。

のウィンドファームはウムヌゴビ県ツォグトツェ

新首相を国会が任命
（MONTSAME 10月4日）

ツィー郡に立地 。出力50メガワット。発電

大気汚染に関する国内会議

所建設には日本の国際協力機構（JICA）

大統領が主導

と欧州復興開発銀行が融資した。モンゴ

（Asia Russia Daily 10月24日）

10月4日、モンゴル秋季国会の総会で

ルは、温室効果ガス削減のための二国間

大統領が発起人となり23日、ウランバー

U. フレルスフ氏を第30代首相に任命する

クレジット制度（JCM）に関する日本との覚

トル市（UB）で大気汚染軽減に関する国

議題が審議された。質疑応答と議員の姿

書に署名している。

内フォーラムが開催された。
この会議には、

勢表明のあと、採決に入った。フレルスフ

モンゴルは電力需要の急激な拡大に直

バトトルガ大統領、フレルスフ首相兼環境

氏の第30代首相任命に出席議員全員が

面しており、最近まではそれを、老朽化して

汚染軽減国家委員会議長、保健省、環

賛成した。秋季国会総会には76人中47

環境を汚す石炭火力発電所によって満た

境・観光省、エネルギー省、建設・都市計

人の議員が出席していた。

してきた。ウィンドパークは、モンゴルがその

画大臣、世界保健機関（WHO）の関係

豊富な風力資源を利用してクリーンな電力

者など、約1600人が出席した。

UB でユーラシア経済連合との
ビジネスフォーラム初開催
（Mongolnow 10月4日）
ウランバートル市で10月4日、モンゴル外
務省とユーラシア経済連合（EAEU）
、モ
ンゴル商工会議所主催の第1回ビジネス

68

能にする。
この協定は2017年11月1日に発

ための国家プログラムを推進中だ。2010
に推進されれば、ウランバートル市内の粗

モンゴル・EU 協力枠組協定発効へ
（MONTSAME 10月11日）
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を効率的に生産することによって電力需要

出席者らは、首都の大気汚染の現状、

を満たすのに役立つだろう。
このプロジェク

講じられている大気汚染軽減対策、
UB ゲ

トは、モンゴルの持続的経済発展と気候

ル地区再計画、大気囲汚染が母子健康

変動影響の緩和への寄与にも役立つだろ

に及ぼす影響、ゲル地区の世帯に対する

う。

電気料金引下げ、大気汚染軽減における

モンゴルは1130メガワットの発電施設を

市民の役割と参加について話し合った。

ERINA REPORT PLUS No.139 2017 DECEMBER

会議の結果、都市建設の拡大が大気

示し、フィジビリティ・スタディに応じた資金

モンゴルのフレルスフ首相は30日、国際

汚染軽減の主要な方法だという提言がま

を集め、まず来春には着工することを目標

通貨基金（IMF）モンゴル問題作業部会

とめられた。2016年に中断された住宅ロー

としなければならない」と首相は述べ、12

リーダーおよび駐モンゴル IMF 常駐代表

ンの提供の継続、首都機能移転の継続、

月に予定されている米国ミレニアム挑戦公

と会談した。この会談で IMF 側は、モン

衛星都市の開発、
UB 市内の緑地帯の面

社（MCC）
と合同のドナー国投資家・企業

ゴルでの拡大融資プログラムを継続する

積の拡大、起業奨励を目的とした雇用支

家との会合が目的にかなっているとの認識

決議の採択を伝えた。首相任命直後の

援、農村部での移民就労の促進、
クリーン

を示した。

IMF 専務理事宛てのフレルスフ首相の公

技術、高効率技術を利用するための UB

フレルスフ首相は本件に関する報告に

式書簡が決議採択に貢献した。その結

ゲル地区住民への商業銀行、金融機関、

耳を傾け、2013年と2013年のプロジェクト

果、今年6月から中断している IMF プログ

グリーンローン基金からの低金利融資の

策定後に状況が急変したことを強調し、再

ラムが継続され、ドナー国や投資家は融

提供に関する決議が採択された。さらに、

度 F/S を行い、短期間で中央下水処理

資提供を決定した。

都市開発研究所の設立と、2013年付第

場の改修に着手することが必要だと判断

他方、フレルスフ首相は、現政府は今

23号国会決議で承認された2020年まで

した。首相によれば、この問題の解決で政

後、国家予算の秩序を改善し、予算の赤

の UB 開発基本計画を修正する決議も採

府はミレニアム挑戦公社と協力していく。

字を縮小させ、国債の発行を回避し、再
計余剰金と追加財源分の債務削減を行う

択された。
モンゴルの GDP の約65％は首都で生
産され、モンゴル企業の60％余りが首都で

IMF プログラムがモンゴルで継続

方針だと述べた。

（Mongolnow 10月30日）

活動しているという事情がある。

中央下水処理場の再建と拡張

海外ビジネス情報 MAP

仕切り直し
（MONTSAME 10月25日）
中央下水処理場の現状の説明を受け
たフレルスフ首相は24日、具体的な決定を
行い、一連の指示を出した。
政府は2015年、コンセッション契約で中
央下水処理場を建設することを決定 。入
札の結果5社が選ばれ、最終的に、日本
の国際協力機構（JICA）とモンゴル・フラ
ンス合弁会社アルテリア・ビル・エンド・
トラン
スポルト社が落札していた。
この問題を担当する専門家は、
「落札
者のプロジェクトはそれぞれの特徴と調書
を持っている」と報告した。フレルスフ首相
は彼らの意見を聞き、今は中央下水処理
場に係る問題を解決し、近々に工事を始
めることが大事だと明言 。同時に首相は、
今日、バデルハン建設・都市計画大臣を長
とする作業部会の設置に関する命令書に
署名することを伝えた。
「再度、入札を告
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列島ビジネス前線

列島ビジネス前線
■秋田県

■山形県

秋田発着台湾チャーター便

台南市と友好協定

3カ月で79便運航

山形市が10月樹立

コンテナ貨物量の急増や外航クルーズ

（山形新聞9月1日）

船の寄港など酒田港（酒田市）を取り巻く

（秋田魁新報9月5日）

酒田港 、未来見据え中長期構想
有識者会議で課題把握
（山形新聞9月21日）

台湾の航空会社3社による秋田空港発

山形市は31日、台湾の台南市と「友好

着のチャーター便79便が4日から11月下旬

交流の促進に関する協定」を結び、両市

県は本年度、20～30年後を見据えた新

にかけて運航される。県が同日、発表し

間の交流関係を樹立すると発表した。10

たな中長期構想の策定に着手する。構

た。本年度の台湾チャーター便は計97便

月21日に頼清徳台南市長を迎え、▽観光

想に基づいて具体的な整備方針などをま

となり、過去最多だった2005年度の61便

▽経済▽文化▽教育▽スポーツ―の5分

とめた港湾計画の改訂にも合わせて乗り

を大幅に上回る見通し。県は冬季観光を

野で交流を推進していくとする協定書を交

出し、活況を呈す同港の影響を地域の活

見据えた12月以降の誘致も計画中で、便

換。両市の持つ潜在力を互いに引き出し、

性化につなげたい考えだ。

数はさらに増える可能性がある。

活性化を目指す。山形市の海外友好姉

台湾からの訪日観光客が増える中、県
などの地道な PR に加え、佐竹敬久知

妹都市は6例目となる。
両市の友好関係は1964（昭和39）年、

情勢が大きく変化していることを受けて、

現在の長期構想は2006年3月に策定
し、
「21世紀北前船構想」と銘打って北
東アジア地域の核となる港づくりを掲げて

事や秋田商工会議所の三浦廣巳会頭ら

故大久保伝蔵・元山形市長が全国に先

いる。本年度中に初会合を開き、来年度

による先月下旬のトップセールスが後押し

駆けて台湾との民間交流を促進したこと

にも継続開催して中長期構想の作成に役

となり、正式に運航が決まった。内訳は、

がきっかけとなった。現在、民間ベースで

立てる。

エバー航空（桃園市）が28便、中華航空

盛んな交流が続いている。また2020年の

（同市）が24便、遠東航空（台北市）が

東京五輪・パラリンピックに向けて、山形市

村山－ロシア・ヤクーツク

27便。台湾人観光客が県内各地を巡り、

はホストタウンの一つとして台湾を対象とし

伝統文化通じて交流

紅葉や温泉を楽しむ予定 。一部は県民を

た交流事業を展開している。

ている。

中ロ団体と交流促進
秋田商議所 、経済連携で合意
（秋田魁新報9月27日）
秋田商工会議所と中国吉林省・延辺朝

（山形新聞9月28日）
村山市と姉妹都市の盟約を結ぶロシ

対象にした修学旅行やツアーも計画され

香港で好評 、山形の食

ア・サハ共和国の首都ヤクーツク市から訪

フェア、期間延長も

問団が来日した。両市の伝統文化を通し

（山形新聞9月17日）

て村山市民と交流を深める。27日に村山

県産品を海外に PRしようと、県国際経
済振興機構が香港の高級スーパーで実

市役所などを訪れ、志布隆夫市長らの歓
迎を受けた。

施している「山形フェア」が実績を上げて

訪問団は、北方少数民族舞踊団「グル

鮮族自治州（延辺州）
、ロシア沿海地方

いる。9年目の今年は初参加の企業を含

ン」の11人と北東連邦大で日本語を専攻

の経済団体3者による経済交流会議が26

め県内7社が農畜産物などの試食を通し

する学生5人の計16人 。1992年に姉妹

日、秋田市のホテルで開かれた。3者の代

て本県の食の魅力をアピール。価格帯に

都市の盟約を締結してから今年で25周年

表は、環日本海を軸とした企業間の交流

関係なく
「おいしいと思えば即購入」という

を迎えたことを記念し、日露青年交流セン

促進などを目的に、一層緊密にするなどと

香港富裕層からの評価は高く、スーパー

ターのプログラムの一環として26日に来日

した合意書に署名した。

側と期間を延長する話し合いも進めてい

した。村山市には30日まで滞在する。

合意書は、主に貿易、物流、観光、農

る。

山形牛 、台湾へ初陣

業、環境保護の分野で協力することを前

香港中心部に店舗を持つシティ・スー

提とし、▼3地域で開催される経済交流活

パーで8月25～27日に実施した。県食肉

動▼人材の交流と受け入れ▼各地域の

公社（山形市）が山形牛、村上畜産（米

経済政策に関する情報共有－などで連携

沢市）がブランド豚「天元豚」、鬼嶋庄一

日本産牛肉の輸入が解禁された台湾

する内容。

郎商店（山形市）が県産米、野川ファーム

に向け、本県の「山形牛」が初めて輸出

（天童市）がモモ、たかはたファーム（高

される。山形市の県食肉公社で10日に日

畠町）が果物ゼリー、庄司製麺工場（真

山畜産（東京都）が競り落とした枝肉で、

室川町）がそば、内藤醸造（米沢市）が

最高級部位のサーロインとリブロースを冷

フルーツ甘酒などを出展した。

蔵で空輸 。現地の食品展に出品するほ

日本産の輸入解禁受け
（山形新聞10月13日）

か、高級レストランに販売する。
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輸出されるのは、尾花沢市の荻野七郎

東に寄港③既存の船会社が新潟－ロシア

年2月から週5往復に増便することを明ら

さん（82）が肥育した牛の肉。13日に同

航路を新設④運航事業者を新設－という

かにした。本県へのスキー客や、2月の平

公社で台湾向けの輸出検査を行い、成

案を示した。会合では④について「実現

昌（ピョンチャン）冬季五輪での利用増を

田空港で20日に検疫を受けた後、翌21日

は難しい」との意見が大勢を占め、①～

見込んだ。ソウル線は現在週3往復だが、

に台湾に到着予定。台湾では、牛海面

③は賛否両論あったという。

状脳症（BSE）に感染した牛が確認され、
2001年から日本産の牛肉の輸入が禁止

電子材料製造の有沢製作所

されていた。台湾政府が日本で食肉処理

台湾子会社3割増産へ

施設を審査した結果、先月から国内29施
設で食肉処理をした牛肉の輸出が可能に

10月30日に週4往復に増える。週5往復
は、約1年4カ月ぶりの復活となる。

（新潟日報9月14日）
有沢製作所（上越市）は、スマートフォ

増便が決まったのは2月1日～3月24日。
現在は火、木、土曜に運航するが、10月
末からは月曜便が加わる。来年2月から
は月、木曜を除き週5往復になる。冬のス

ンなど携帯端末に搭載する基板用の電

キー、温泉が訪日客に人気なことに加え、

子材料を台湾の子会社で約3割増産す

旧新井リゾートをリニューアルする韓国資

台湾－山形、今秋12便

る。世界的なスマホ市場の拡大などで、

本の「ロッテアライリゾート」（妙高市）が

5年連続 、高まる紅葉人気

中国や台湾の電子部品メーカーから生産

12月に開業することも追い風とみられる。

なった。

（山形新聞10月18日）
県は17日、山形空港と台湾の桃園国

能力を上回る発注があったため、2億円
以上を投じて設備を増強して対応する。

際空港を結ぶチャーター便が21日から11

同社は「 電子材料の分野は競争が激し

月上旬まで計12便運航されることが決まっ

い。今後も市場動向をしっかり見極め、柔

たと発表した。今年の運航は4月に続き2

軟に対応したい」としている。

度目。各便約160人乗りで、1900人ほど

設備を増強するのは2009年に子会社

東京五輪体操のロシア代表
加茂 、事前合宿地に内定
（新潟日報9月28日）
加茂市は27日、2020年の東京五輪で
体操のロシア代表選手団が大会前の調

の観光客が訪れる見込み。台湾から山

化した「新揚科技股份有限公司」。主に

整を行う合宿地に内定したと発表した。

形空港への秋のチャーター便は5年連続

中国や台湾の電子部品メーカー向けに、

加茂市は体操が盛んで国際規格の練習

で、人気のある冬季観光に加え、秋の認

樹脂製のフィルムと銅箔を貼り合わせた電

施設があることなどが評価されたという。

知度も高まっているという。

子材料を生産している。設備増強に伴う

中華航空が運航し、旅行者は東北の

投資額は約2億6千万円。

ロシアは16年のリオデジャネイロ五輪体
操団体で男女ともに銀メダルだった強豪。
市によると、男女合わせて30人ほどの選

他の空港も利用しながら4泊5日のツアー
で秋の東北を満喫する。本県では山形市

県立大に国際経済学部

手団が選手村に入る前の期間に市体操ト

の蔵王ロープウェイや戸沢村の最上川舟

20年4月新設方針

レーニングセンターで練習する見通し。県

下りなどで紅葉を楽しむほか、蔵王温泉

（新潟日報9月22日）

によると、県内ではほかに上越市が体操の

県立大（新潟市東区）は21日、国際経

ドイツ代表、長岡市が水泳のオーストラリ

済学部を2020年4月に新設する方針を発

ア代表、燕市がパラリンピック
・アーチェリー

■新潟県

表した。若杉隆平学長が同日、米山隆一

のモンゴル代表の事前合宿地に内定して

知事に新学部の概要などを説明し、支援

いる。

横断航路「あり方検討委」

を要請 。19年3月までに、文部科学省へ

存続なら経費6億円超

認可申請する意向を示した。県は25日に

モンゴル・エルデネット市と交流

有識者会議を立ち上げ、学部開設の必

十日町で友好協設立

や天童温泉、山寺などを訪れる予定。

（新潟日報9月5日）
公金約3億円を失った日本海横断航路

要性などの検討を始める。

（新潟日報10月14日）

計画の中古船購入問題を受けて、県は

国際経済学部の新設は、データ分析

十日町市とモンゴルのエルデネット市と

計画の妥当性などを協議する「航路のあ

や語学力に優れた人材を求める経済界な

の交流を促進しようと「十日町・エルデネット

り方検討委員会」の第3回会合を4日、県

どの声にこたえた。中国、韓国、ロシアな

（モンゴル）友好交流協会」（滝沢信一

庁で開き、航路を存続した場合に必要な

ど北東アジアと本県経済を主な研究領域

会長）が設立された。今後は、訪問団派

年間運航経費を試算し、公表した。船価

とし、経済学や統計学、情報処理のほか、

遣など多方面で交流を深める予定だ。

5億円の中古船を使用した場合、少なくと

英語、中国語などの語学に力を入れる。

で、人口約10万人 。世界第4位の銅山

も年間6億1735万円の経費がかかると見
積もった。
県は航路の運航事業者の在り方につい
て、四つのパターンも公表 。①ロシア極東

エルデネット市はモンゴル北部の都市

ソウル線週5往復に

があるほか、じゅうたん製造などの産業が

来年2月、スキー客など見込む

あるという。モンゴルとの交流を模索して

（新潟日報9月27日）

航路を運航する船会社が新潟港に寄港

県は26日、大韓航空（韓国）が運航す

②新潟港に航路を持つ船会社がロシア極

る新潟－ソウル（仁川）線の定期便が、来

いた滝沢会長が、十日町市の男性と結婚
したエルデネット市近郊出身の女性がいる
ことを知り面会。この女性が橋渡しになり、
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今年7月に滝沢会長がエルデネット市のバ

ラッグストアチェーンを展開する企業と業

に詳しいプロデューサーや有識者を産地

トルット・ダンバ市長を訪問した。同市長も

務提携し、PB（プライベートブランド、自主

に派遣し、産品の魅力を伝える動画制作

交流に前向きな意向を示したという。

企画）向けに供給する。薬価引き下げや

や特設ウェブサイトによる情報発信を通じ

人口減少を受けて国内市場の伸びが見

てブランド化を図り、海外販路の獲得や拡

新潟市

込めない中、強みとする外用剤の輸出で

大につなげるのが目的。

ハバ市・ハルビン市と環境会議

収益源を多角化する。

（新潟日報10月26日）

台 湾で日本 製 医 薬 品を中心に扱うド

石川県医師会が実証実験

新潟市と姉妹都市のハバロフスク市（ロ

ラッグストア約50店舗を運営する日薬本

シア）
、友好都市のハルビン市（中国）の

舗（台北市）から打診を受けた。同社の

代表者が環境問題について情報交換する

PB 商品として消炎鎮痛剤や、ひび・あか

北陸新幹線金沢開業により来県する外

「3都市環境会議」が25日から2日間の日

ぎれ治療薬など5品目程度を販売する計

国人が増加する中、外国人患者の受け

程で、新潟市中央区で始まった。
「大気

画 。日薬本舗は中国進出を検討しており、

入れ態勢を整備しようと県医師会は、専

汚染に対する取り組み」をテーマに、初日

前田薬品工業にとっては PB 商品への供

用の電話を利用して医療通訳者を介して

は新潟市が取り組み事例を発表し、BRT

給を通じて将来的な販路拡大が期待でき

患者とコミュニケーションを図る実証実験を

るという。

行う。期間は今月から1年間 。県内の37

（バス高速輸送システム）の導入やパー
進などを紹介した。
会議は2001年から毎年持ち回りで開催
し、各市の環境分野の担当者が意見を

（北陸中日新聞10月3日）

医療機関が参加し、需要や利便性などを

クアンドライドといった公共交通の利用推

海洋ごみ対策を議論
日中韓ロの26人参加
（北日本新聞9月20日）

交わす。ハバロフスク市からはドゥビャンス

北西太平洋地域の海洋ごみ対策につ

検証し、導入を検討する。
医師が外国人患者を診療する際、医
師が一般社団法人「JIGH」（ 東京 ）に
電話し、医療通訳者を介して患者と話す

カヤ環境・自然資源保護局長ら３人、ハル

いて話し合うワークショップが19日、富山

仕組み。症状を聞いたり診察結果を伝え

ビン市からは姚環境保護局副局長ら３人

市の富山国際会議場で始まった。日本、

たりする作業を円滑に行うことができる。

が出席した。新潟市は長浜裕子環境部

中国、韓国、ロシアの4カ国から、政府関

JIGH によると、同様のサービスは全国で

長ら環境部が対応した。

係者や研究者ら26人が参加した。20日ま

は千四百の医療機関で利用されている。

で。

平昌五輪フィギュア
強豪ロシア、新潟合宿へ
（新潟日報10月31日）
来年2月に韓国で開かれる平昌冬季五

北西太平洋地域海行動計画
（NOWPAP）と日中韓3カ国環境大臣会
合（TEMM）が合同で開き、各国が海洋

対応できる言語は英語、中国語、韓国語、
タガログ語、ヒンディー語など計12言語。
そのうち、英語と中国語、韓国語は24時
間対応。患者に負担は求めない。

環境保全の取り組みを発表した。日本は、

輪に向け、新潟市がフィギュアスケート・ロ

2010～14年に日本海側に漂着したペット

台湾で自社ブランド強化

シア代表チームの事前合宿の誘致に取り

ボトルの多くが中国・韓国製だったことを

金沢のアパレル、現地女性を採用へ

組み、近く合宿の契約を結ぶ見通しであ

指摘し、4カ国が協力し対策を講じる必要

ることが30日、分かった。新潟アサヒアレッ

性を訴えた。発表を踏まえ、18年以降の

クスアイスアリーナ（中央区）の設備などが

NOWPAP 行動計画を議論した。

ロシアは世界選手権2連覇のエフゲニ
ア・メドベージェワ選手らを擁するフィギュア

（北陸中日新聞10月18日）
アパレルの HIRO（ヒロ）
（金沢市）は、
自社ブランド製品のアジア販売を強化す
る。富裕層をターゲットにしている台湾で

評価されたという。

■石川県

来年末にも現地の女性を正社員として雇
用する予定 。現在は物産展参加など期

スケート強豪国。合宿が実現すれば、ア

山中漆器 、国が支援

間限定の「イベント系」ビジネスなのを、通

イスアリーナを国内外に PR する絶好の機

海外販路拡大へ事業選定

年販売ができるよう体制を整え、好調な事

会になりそうだ。

（北陸中日新聞9月5日）
加賀市の伝統工芸品、山中漆器を海

業を拡大する。
HIRO はアパレルの企画、縫製、製造、

■富山県

外で販売するための販路開拓の提案が、

販売を手掛ける中小企業で、独自の企画・

経済産業省の海外展開支援事業「ローカ

製品が注目されている。
能登産の二越（ふ

前田薬品工業

ル・クリエーターズ・マーケット」に選ばれた。

たこし）ちりめんを使ったワンポイントの和柄

台湾へ外用剤輸出
（北日本新聞9月5日）
前田薬品工業（富山市、前田大介社
長）は、年にも台湾へ外用剤を輸出する。
医薬品の海外展開は同社初 。現地でド
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市などは今後、海外の有識者らとプロジェ

が特徴のＴシャツ「Deco-T」（デコＴ）が

クトチームを編成し、山中漆器のブランド

2011年の金沢ブランド大賞を受賞した。

化や海外販路の獲得に取り組む。

大沼洋美社長によると、台湾では日本の

同事業は伝統工芸品や地域産品など

縫製品が少なく、デコＴのデザイン、ちりめ

の海外展開を支援する事業 。海外市場

ん素材、明るい色づかいが好評。現地
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では「高級品」として位置付けられ、富裕

免除は県内の酒類製造場で初めて。必

のうち約2400人がバス60台に分乗し、松

層の人気を集めている。

要な電子端末や英語表記の価格表をそ

江市や大山、鳥取県北栄町などに向かっ

ろえ、店内は一気にインバウンド（訪日外

た。残りはシャトルバスで境港市街地へ入

国人客）対応店に様変わりした。

り、水木しげるロードを散策 。船は午後4

大型クレーン金沢港到着
国際ターミナル2基態勢に

酒税と消費税を除いた購入額が5千円

（北陸中日新聞10月19日）

以上50万円以下の場合に免税する。同

時に中国・上海へ向けて出港した。

国際コンテナターミナルを目指して石川

社は酒税を免除するために必要な「輸出

米子ソウル便5往復化

県が新たに建設していた大型クレーン「ガ

物品販売場」免許を申請、7月に許可を

12月23日から3カ月間

ントリークレーン」の本体が18日、金沢港

得た。

（山陰中央新報10月26日）
格安航空会社（LCC）のエアソウル（本

に到着した。2005年4月から稼働している
ものと合わせ2基態勢になり、2隻のコンテ

辛み蕎麦 、中国 “ 上陸 ” へ

社・ソウル）は25日、米子空港（鳥取県境

ナ船が同時に積み降ろしできるようになる。

坂井の団体「B-1」催し出展

港市佐斐神町）のソウル便を12月23日～

45トンのコンテナが積み降ろしでき、既

（福井新聞10月12日）

来年3月24日の約3カ月間、現行の週3往

存の一基では30.5トン対応だったため、よ

日中国交正常化45周年を記念し、中国

復から5往復へ増便すると発表した。昨

り重いものが運べるようになる。これまで2

遼寧省瀋陽市で28、
29日に開かれる「B-1

年10月に就航後、韓国人客を中心に冬

隻のコンテナ船が利用する場合、金沢港

グランプリ」（GP）公認イベントに、坂井

季の利用実績が好調だったのを受けて決

の沖で待っている状態だった。金沢港の

市のまちおこしグループ「越前坂井辛み蕎

めた。鳥取県は海外へ向けた空の玄関

コンテナ扱い量は16年度で6万956本で、

麦であたなの蕎麦で辛み隊」（辛み隊）

口の機能充実に向け、期間終了後の継

08年度の1.7倍に増えている。

が出展する。メンバーは「そばに加え、東

続運航を要請する考え。

尋坊や丸岡城など市の魅力を発信し、訪

カニ料理や温泉を求める韓国人観光

■福井県

日客増につなげたい」と意気込んでいる。

客に支えられ、12月～今年3月の平均搭

イベントは、在瀋陽日本総領事館などが

乗率は77.2％。2月にはアシアナ航空時代

恐竜の化石発掘で共同調査

開き、GP を運営する「ご当地グルメでまち

を含めて単月で最高となる91.1％を記録し

福井県立大 、中国科学院と

おこし団体連絡協議会 」（ 愛 Bリーグ）

た。エアソウルの他の路線と比較しても、

が協力する。GP 公認イベントが中国で開

高い搭乗率を維持している。

（福井新聞9月14日）
福井県立大恐竜学研究所は本年度か

かれるのは初めて。辛み隊のほか「小樽

■島根県

ら5カ年計画で、中国科学院古脊椎動物・

あんかけ焼きそば親衛隊」（北海道）や

古人類研究所と中国の内モンゴル自治区

「 津ぎょうざ小学校 」（ 三重 ）といった愛

などのゴビ砂漠一帯で恐竜化石発掘の

Bリーグ加盟11団体と、自治体などが参

島根県 、4年9か月ぶり人口増

共同調査を行うと発表した。ゴビ砂漠はこ

加する。

外国人の転入要因

れまでにも多数の恐竜化石が発見されて
おり、恐竜学研究所の東洋一所長は「新
しい化石、恐竜の生態が分かるような化
石の発見が期待できる」と話している。
本年度の調査は今月5日から27日まで
の予定で実施し、中国・吉林省での発掘

（山陰中央新報9月6日）

■鳥取県

島根県の8月1日現在の推計人口は68
万5158人で、7月1日現在に比べて10人

境港に超大型クルーズ船

増となった。前月比で増えたのは、例年

中国人客4600人観光楽しむ

転勤や就学で転入者が多い４月中の出入

（山陰中央新報9月24日）

りを反映した5月を除くと、4年9カ月ぶり。

調査に参加した後、メインの調査現場とな

超大型クルーズ船、
ノルウエージャン・ジョ

就職を理由に、出雲市を中心に外国人の

る内モンゴル自治区のゴビ砂漠で下見や

イ号（16万7725トン）が23日、鳥取県境

転入者が増えたことが大きな要因とみられ

打ち合わせなどの予備調査を行う。本格

港に初寄港した。境港を訪れたクルーズ

る。

調査は来年度になる。

船の中では、2015年に初めて寄港したクァ

市町村別では、松江、
、出雲、大田、

ンタム・オブ・ザ・シーズ号（16万8666トン）

江津各市と飯南町の5市町で増加 。特に

訪日外国人の酒税免除

に次ぐ２番目の大きさとなる。約4600人の

出雲市は社会増が190人だった結果、全

県内製造場初 、南部酒造場

中国人客が上陸し、山陰両県の観光を楽

体で150人増えた。電子部品製造大手の

しんだ。

出雲村田製作所の雇用拡大によるブラジ

（福井新聞10月11日）
外国人旅行者の酒類消費拡大に向け

同号は20日に中国・天津を出港し、北

酒税に関する法律が一部改正されたこと

九州市を経由して23日午前8時に境港に

に伴い、日本酒「花垣」で知られる南部

到着した。全長が333メートルあるため、

酒造場（大野市元町）は、来店した外国

昭和南1号岸壁（270メートル）と2号岸壁

人に酒税と消費税の免除を始めた。酒税

（185メートル）を同時に使用した。乗客

ル人の増加が主要因。
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島根県立大の中期目標検討会議

福岡側から石原進・JR 九州相談役ら

額が、前年比21％増の5927億円に上っ

研究対象アジア全体に

12人、釜山側からイジャンホ前 BNK ファ

たとする推計を発表した。旅行者数の増

（山陰中央新報9月7日）

イナンシャルグループ会長ら10人が参加 。

加により、消費額は全国の増加率を13ポ

両市の政策やグローバル人材の育成、韓

イント上回った。地域全体の個人消費の

島根県立大の第3期中期目標（2019～
24年度）を検討する有識者会議（座長・

国人材と日本企業のマッチング事業などに

中で存在感が増していると結論付けてい

古瀬誠島根県商工会議所連合会会頭、

ついて発表や討論が行われた。

る。

13人 ）の第4回会合が6日、松江市内で
あった。委員から浜田キャンパスの開学
時からの柱である北東アジア研究を見直
し、対象をアジア全体に広げるべきだとの
意見が相次ぎ、清原正義理事長兼学長
も同調した。

同支店は、観光庁や法務省の統計を

国超え「ものづくり」議論
来月、博多区で工芸サミット
（西日本新聞9月6日）

域別では中国人が42.6％に達し、前年ま
で1位だった韓国人とトップが入れ替わっ

九州と東アジアの工芸関係者が「もの

た。ただ、1人当たりの消費額は、中国

づくり」のあり方について議論するシンポジ

の関税引き上げなどの影響から9.2％減の

さらに、4月時点の北東アジア専攻など

ウム「伝統工芸サミットin 博多」が10月29

大学院生43人のうち、35人が外国人留

日、福岡市博多区の市国際会館・国際交

学生であることが議論になり、委員は大学

流フロアで開かれる。同区のはかた伝統

院の在り方を検討するよう求めた。

工芸館などが主催 。シンポ前後の同26日
から11月7日までは、同館で参加各国・地

■九 州

域の工芸作品を集めた「交流都市コラボ

釜山の若者を福岡の企業へ

工芸関係者が交流を深めるきっかけとなり

福岡－釜山フォーラム

そうだ。

展」も計画され、九州を中心とした内外の

11万1千円。宿泊日数は平均3.8日で全国
（6.0日）
より少なかった。

外貨両替機設置広がる
商店の売り上げ増に貢献
（西日本新聞10月26日）
福岡県内の観光地で外国人観光客に
よる外貨両替機の利用が広がっている。
外国人が日本円で手軽に買い物ができる

国もジャンルも異なる工芸関係者が交

よう、地方銀行が相次いで設置を進めて

福岡市と韓 国・釜山市の産 学 界リー

流することで「ものづくり」の新たな可能性

おり、特に小規模商店の売り上げ増に一

ダーによる提言機関「福岡－釜山フォーラ

を探るのが目的 。博多人形や博多織、博

役買っている。

ム」の第12回会合が2日、福岡市であっ

多張子など地元の伝統工芸の関係者が

た。釜山の日本総領事館前に慰安婦問

参加 。海外からは韓国・釜山市や台湾・

客の急増 。単価が小さい商品を扱う土産

題を象徴する少女像が設置された問題な

台南市の工芸関係者や職人など、
「もの

物店などの多くは、
手数料が必要なクレジッ

どで日韓関係が大きく揺れている中、
「福

づくりの当事者」達が集う。

トカードには対応していない。設置後は店

グ」をテーマに議論 。釜山で若者の就職

九州・沖縄

出るほど。

難が深刻な一方、福岡では人材不足が

訪日客の消費額21％増

（西日本新聞9月3日）

岡－釜山を起点にした日韓パートナーリン

問題となっていることを受け、両地域が人
材マッチングに向けた取り組みを強化する
ことが必要との認識で一致した。
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基に消費額を独自に推計している。国・地
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きっかけはクルーズ船による中国人観光

内が外国人でごった返し、業務に支障が

（西日本新聞9月15日）
日銀福岡支店は14日、2016年に九州・
沖縄を訪れた訪日外国人旅行者の消費
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●中 国

除く）
は、前年同期比7.5％増の45兆8478

ネットによる小売額は前年同期比34.2％増

億元となった。産業別にみると、第１次産

の４兆8787億元に上り、
そのうち、実物商

堅調に伸びている中国経済

業の投資は、前年同期比11.8％増の１兆

品の消費が同29.1％増の3兆6826元、非

国家統計局は10月19日に中国のマクロ

4973億元、
第2次産業の投資は同2.6％増

実物商品の消費が52.8％増の１兆1961億

経済指標を公表した。
それによると、2017

の17兆1787億元、第3次産業の投資は同

元と高い伸び率を示している。

年1～9月期の国内総生産（GDP）
は、前

10.5％増の27兆1718億元となり、第3次産

年同期比6.9%増の59兆3288億元であ

業の成長率が全体の経済成長と比較し

（CPI）は、
１～9月期では1.5％上昇した。

る。第１四半期には前年同期比で6.9%

て高い。全国の不動産開発投資額は前

内訳は、都市部で前年同期比1.6％上昇、

増、第２四半期も同6.9％増、第３四半期は

年同期比8.1％増の8兆644億元となり、
こ

農村部では1.1％の上昇を示している。項

同6.8%増という結果だった。産業別の生

のうち住宅投資は10.4％増加している。

目別でみると、食品・タバコ・酒類価格が前

前年同期比で表される消費者物価指数

産増加額は、第１次産業で４兆1229億元

個人消費を表す指標である社会消費

年同期比0.6％の下落、衣類が同1.3％上

（前年同期比3.7%）増、第２次産業で23

品小売総額の１～9月期の値は、前年同

昇で、居住が同2.5％上昇、生活用品及び

兆8109億元（同6.3%）
、
第３次産業で31兆

期比10.4％増の26兆3178元で、
そのうち

サービスが同0.9％上昇、交通・通信が同

3951億元（同7.8%）増である。

一定規模以上の企業（年間売上高2000

1.1％上昇、
娯楽教育文化用品及びサービ

一定規模以上（年間売り上げ高2000

万元以上の卸売企業、
500万元以上の小

スが同2.5％上昇、医療保健が同5.7％上

万元以上）
の工業企業における１～9月期

売企業及び200万元以上の宿泊・飲食関

昇、
その他用品及びサービスが2.6％上昇

の付加価値増加率は前年同期比で6.7％

連企業）
の消費品小売総額は、
同8.5％増

と全体的には安定的な上昇傾向にある。

増であった。企業形態別にみると、国有企

の11兆7751億元であった。
また、都市部

１～9月期の対外貿易総額は、前年同

業・国有持株企業は、同6.8％増、集団企

の消費は同10.1％増の22兆5592億元、農

期比で11.7％増の2兆9693億ドルと増えて

業は同0.3％増、株式会社は同6.8％増、外

村部は同12.1％増の3兆7586億元であっ

おり、
内訳は、
輸出が同7.5％増の１兆6325

資系企業は同7.1％増であり、外資系企業

た。消費品のうち、飲食業が前年同期比

億ドル、輸入が17.3％増の１兆3369億ドル

の増加が最も速かった。

11％増の2兆8427億元、商品小売業が同

である。貿易収支は同22％減の2956億ド

10.3％増の23兆4751億元である。
インター

ルとなった。外資導入については１～7月

１～9月期の固定資産投資額（農家を

単位

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年
1－9月

実質 GDP 成長率

％

9.7

9.4

10.6

9.5

7.9

7.8

7.3

6.9

6.7

6.9

工業総生産伸び率
（付加価値額）

％

12.9

11.0

15.7

13.9

10.0

9.7

8.3

5.9

6.0

6.7

固定資産投資伸び率

％

25.9

30.1

23.8

23.8

20.3

19.6

15.7

10.0

8.1

7.5

社会消費品小売総額伸び率

％

21.6

15.5

18.3

17.7

14.3

13.1

12.0

10.7

10.4

10.4

消費価格上昇率

％

5.9

▲ 0.7

3.3

5.4

2.6

2.6

2.0

1.4

2.0

1.5

輸出入収支

億ドル

2,981

1,961

1,831

1,551

2,311

2,592

3,825

5,945

5,100

2,956

輸出伸び率

％

17.5

▲ 16.0

31.3

20.3

7.9

7.9

6.1

▲ 2.8

▲ 7.7

7.5

輸入伸び率

％

18.5

▲ 11.2

38.7

24.9

4.3

7.3

0.4

▲ 14.1

▲ 5.5

17.3

直接投資額伸び率（実行ベース）

％

23.6

▲ 2.6

17.4

9.7

▲ 3.7

5.3

1.7

6.4

4.1

▲ 6.5

19,460

23,992

28,473

31,811

33,116

38,213

38,430

33,304

30,105

31,085

外貨準備高

億ドル

（注）
・ 前年比、
前年同期比。
・ 工業製品伸び率は国有企業及び年間売上高500万元以上の非国有企業の合計のみ。
2011年からは年間売上高2,000万元以上の企業の合計である。
・ 2011年から、固定資産投資額の統計対象は計画投資額が50万元以上から500万元以上に引き上げた。
また、
都市部と農村部を統合し、
「固定資産投資(農家除く)」
として統計して
いる農家の固定資産投資については別途集計している。
・ 外貨準備高は各年末、
月末の数値。
・ 2006年以降の直接投資には、銀行・証券業を除く。
・ 2009年の実質GDP成長率は、
中国国家統計局が2011年1月10日に発表した数値。
2010年の実質GDP成長率は、
中国国家統計局が2011年9月7日に発表した数値。
2011年の
実質GDP成長率は、
中国国家統計局が2013年1月7日に発表した数値。2012年の実質GDP成長率は、
中国国家統計局が2014年1月8日に発表した数値。2014年の実質GDP成
長率は2015年9月7日に発表した数値。
（出所）
中国国家統計局、
中国商務部、
中国人民銀行
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の新規認可件数（銀行・証券除く）
は前年

地方 GRP 計算の標準化と一元化

国家統計局は各地方政府の統計部門

同期比12％増の17695件で、対中直接投

6月26日、
中国共産党中央の全面深化

を指導しながら、地方政府との共同責任

資額（実行ベース、
以下同じ）
は同6.5％下

改革領導小組（改革を全面的に深化させ

でGRP計算を行う。各地方のGRP計算の

落の721億ドルとなった。投資件数は堅調

る指導グループ）第36回会議は「地域総

統計方法、手順、
データソースの明確化・

に伸びているが、投資額は減少している。

生産を統一的に計算する改革方案」
を承

標準化を図り、全国のGDP計算と整合さ

対中投資の資金拠出国上位10カ国・地域

認し、各地方のGRP計算が2019年より国

せるものとする。計算の結果を統一的に公

は、香港、台湾、
シンガポール、
日本、
アメリ

家統計局の統一的な指導の下で行われ

表する。中国のGRP統計は、地方政府の

カ、
韓国、
オランダ、
ドイツ、
イギリス、
デンマー

るようになる。現状では、各地方政府が公

「各自計算」から地方・中央との「共同計

クで、10カ国・地域からの投資総額は681

表するGRPの合計額が国家統計局の公

算」に変わり、
統計指標の標準化と信頼性

億ドルで、全対中投資額の94.4％を占めて

表する全国のGDP額を大きく上回るという

の向上につながると思われる。

いる。

問題が存在しているものの、
今後徐々に改

ERINA 調査研究部研究主任

善される。

穆尭芊

●ロシア（極東）

ている。鉱工業生産の伸びは第2四半期

ロシアは190カ国中35位にランキングされ

において2.0％増（上半期1.5％増）第3四

た。
これは日本の34位に次ぐ順位であり、

2017年第3四半期までの

半期1.8％増（2017年1－9月において1.5％

また昨年の順位190カ国中40位から上昇

ロシア経済の状況

増）
となった。2017年1－9月の9カ月間の平

している。
ビジネス環境の改善点として特

2017年第2四半期の名目GDPは21.7兆

均増減率は、鉱業で2.8％、製造業で0.9％

に肯定的に評価されたのは、不動産登記

ルーブルであり、第1四半期と合わせた上

であった。特に伸びが大きかったのは、鉱

の簡易化（12位）
、
信用供与面の改善（29

半期の合計額は、前年同期から2.5兆円

業部門では石炭3.8％増、
そのほか鉱物

位）であった。貿易業務の容易化は、100

増え41.8兆ルーブルとなった。第2四半期

資源6.3％増であり、製造業部門では、食

位という低位ではあるものの、前年の140

の実質成長率は2.5％増、上半期の実質

品4.9％増、繊維製品5.8％増、紙・紙製品

位から大きく改善した。
その他に関しては、

成長率は1.5％増となる。

5.8％増、化学製品5.6％増、医療品11.7％

事業開始（28位）
や電力確保（10位）
では

増、
電子機器4.8％増、
輸送機器12.4％増、

高い評価が得られているが、建設許可の

家具7.7％増であった。

取得（110位）
、
破産処理（54位）
、
納税（52

支出面から見ると、第2四半期の経済
成長を牽引したのは特に家計消費であ
り、
その伸びは4.3％増、成長への寄与度

ロシア連 邦 経 済 発 展 省 が 発 表した

は2.3％であった。実際に、小売売上高は

2017年1－9月期の経済状況に関する報
1

位）、少数投資家の保護（51位）
について
の評価は相対的に良いものではない。

2017年4月から6カ月間連続で増大し、第

2017年の生産の伸びが、
鉱業部
告 では、

プーチン大統領はこの世銀ランキング

2四半期の伸びは1.0％増、第3四半期に

門において2.0％増、製造業部門において

に関心を持っており、3期目の大統領に就

おいても2.0％増となっている。
ただし、実質

1.8％増となると予想されている。
マクシム・オ

任した初日
（2012年5月7月）
に署名した、

貨幣可処分所得自体は2014年第4四半

レシキン経済発展相はプーチン大統領と

いわゆる
「5月命令」
（Майские указы）
の

期以降縮小傾向を続けており、2017年第

10月中旬に会談し、2017年第3四半期の

中で、
「2011年に120位であったランキング

2四半期・第3四半期の増減率はそれぞれ

経済成長率を2.4％と推計していると報告

を、2015年までに50位、2018年までに20位

2.6％減および0.7％減となった。

している2。

に上昇させる」
ことを目標として示していた

また、第2四半期の投資は14.8％増大

（「長期国家経済政策に関する」第596

し、成長への寄与度も3.2％と高い。ただ

ロシアのビスネス環境

号大統領命令）。2017年10月31日開かれ

し、その内訳を見ると、固定資本形成が

：Doing Business 2018

た政府閣僚会合でも、
この日に発表が予

6.3％増であり、残余（在庫増加）が81.1％

世界銀行が毎年世界各国のビスネス

定されていた世銀ランキングに関して議論

増であった。一方で、輸出と輸入がそれぞ

環境を評価しランキングをつけている「ビ

が行われ、建設許可取得をさらに簡易化

れ3.3％および20.7％増大したため、
純輸出

ジネス環 境の現 状 」の最 新 版（ D o i n g

する方向性が示された3。

の成長率が55.9％減、成長への寄与度が

Business 2018: Reforming to Create

3.4％減となった。

Jobs）が、2017年10月31日に公開され

鉱工業生産の動態は、2017年2月に

た。総合指標である
「ビジネスのしやすさ」

ERINA 調査研究部研究主任

2.7％減を記録して以降、増加傾向が続い

（Ease of doing business index）
では、

志田仁完

1

「2017年9カ月間の経済の各部門の発展動向」（2017年11月3日）。http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/2017031112
「マクシム・オレシキン：9月の GDP の成長は2.4％であった」。http://economy.gov.ru/minec/press/news/201720104
3
「政府会合」。http://www.kremlin.ru/events/president/news/55970
2
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2011
GDP・実質成長率（％）（1）
固定資本投資・実質増減率（％）

2012

2013

2014

4.3

3.7

1.8

2016

2015

2016

▲ 2.8

▲ 0.2

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 1.5 ▲ 10.1

▲ 0.9

▲ 1.2

▲ 1.5

0.5

0.7

1Q

2Q

3Q

10.8

6.8

0.8

（2）

鉱工業生産高・実質増減率（％）

5.0

3.4

0.4

1.7

▲ 0.8

1.3

1.1

1.3

1.2

（3）
小売売上高・実質増減率（％）

7.1

6.3

3.9

2.7 ▲ 10.0

▲ 4.6

▲ 5.0

▲ 4.8

▲ 3.8

（4）

実質貨幣可処分所得・増減率

0.5

4.6

4.0

▲ 0.7

▲ 3.2

▲ 5.9

▲ 3.7

▲ 5.6

▲ 7.0

消費者物価
（前年12月比変化率、％）（5）

6.1

6.6

6.5

11.4

12.9

5.4

2.1

3.3

4.1

工業生産者物価
（前年12月比変化率、％）（5）

12.0

5.1

3.7

5.8

10.7

7.5

0.2

5.9

5.6

輸出額（10億ドル、通関データ）

516.7

524.7

527.3

497.8

343.5

285.7

61.4

68.5

71.8

輸入額（10万ドル、通関データ）

305.8

317.2

315.0

286.7

182.7

182.3

36.0

43.5

50.2

2Q

3Q

1月

2月

3月

2017
1Q

4月

5月

6月

7月

8月

9月

GDP・実質成長率（％）（1）

0.5

2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

固定資本投資・実質増減率（％）

2.3

6.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

（2）
鉱工業生産高・実質増減率（％）

0.1

2.0

1.8

2.3

▲ 0.3

0.1

0.7

1.7

2.0

1.9

1.9

1.8

（3）

▲ 1.6

1.0

2.0

▲ 2.1

▲ 2.6

▲ 0.2

0.4

1.0

1.5

1.2

1.9

3.1

（4）

実質貨幣可処分所得・増減率

▲ 0.2

▲ 2.6

▲ 0.7

8.8

▲ 3.2

▲ 3.8

▲ 7.5

0.0

0.0

▲ 1.6

▲ 0.3

▲ 0.3

消費者物価
（前年12月比変化率、％）（5）

1.8

1.7

1.7

0.6

0.8

1.0

1.0

1.3

1.7

2.3

2.3

2.4

工業生産者物価
（前年12月比変化率、％）（5）

3.8

1.4

4.9

3.3

4.1

3.8

2.2

1.7

1.4

0.9

2.4

4.9

輸出額（10億ドル、通関データ）

83.6

84.4

-

25.9

26.1

31.7

26.2

28.3

29.9

25.0

29.4

-

輸入額（10万ドル、通関データ）

45.3

56.0

0.0

12.9

14.7

17.7

17.3

18.8

19.9

19.8

21.5

-

小売売上高・実質増減率（％）

（1）2011年の成長率は旧系列（2015年12月31日更新）、2012－2016年の成長率は2011年版投入産出表に基づく改訂値（2017年7月21日更新）
である。2016－2017年の四
半期別成長率は2017年9月12日改訂値。
（2）2011－2014年は全ロシア経済活動分類（OKVED）
・第1.1版（2017年1月30日更新）、2015－2016年の年次・四半期（2017年11月1日更新）
および2017年の四半期・月次
データ
（2017年10月17日更新）
はOKVED・第2版の産業部門分類に基づく。
（3）
2014年の増減率ではクリミア共和国とセバストポリ市が考慮されていない。
2015年の増減率は、
中小企業調査の結果を踏まえた調整が行われている。
（4）2016年以降の数値は暫定値。2017年の数値は前回の公表値から改訂されている。
（5）
四半期および月次の変化率は年初から当該期間までの数値。
（出所）
ロシア連邦国家統計庁（ロススタット）
ウェブサイト最新値；
『ロシアの社会経済情勢（2017年7月；2017年9月）』
（ロシア連邦国家統計庁）
；省庁間統一情報統計システム
（UISISデータベース）

●モンゴル

マクロ経済指標

月末の登録失業者数は2万5350人で6月

第3四半期の鉱工業生産額は前年同

末の2万9192人から減少した。若年の失

2017年1～9月において、いくつかの

期比10.2％増で前期の同20.8％増から減

業率は引き続き高く、登録失業者の半分

マクロ経済指標は改善を見せている。

速した。1～9月は同18.3％増となった。石炭

以上、
60.1％は35歳以下であった。

失業率は低下し、貿易収支の黒字は拡

生産と製造業がこの成長の原動力となっ

消費者物価（CPI）上昇率はプラスが

大し、国家財政収支は改善している。

ている。1～9月の石炭の生産量は3620万

続いており、
9月末には対前年同期比4.7％

しかし、消費財及び中間投入の輸入比

トンで、前年同期の2150万トンから増加し

で一桁台であった。消費者物価は通信を

率がいまだに高いモンゴルでは、自国

た。食肉生産を筆頭に、
ほとんどの製造業

除く全ての部門で上昇している。CPIの中

通貨の減価が消費者物価と自国産業へ

部門で生産が増加した。

で最大のシェア
（全体の26.1％）
を占める

の圧力となっている。

製造業の好調により、9月末の製造業の

食品及び非アルコール飲料が前年同期

雇用者数は前年同期比7.2％増加した。9

比7.7％の上昇、三番目のシェア
（全体の
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14.4％）
を占める交通が同10.4％で最高の

2017年9月末の貨幣供給量（M2）
は14

国であり、
中国への輸出は1～9月において

兆8000億トゥグルグ
（60億ドル）であった。

前年同期を45％上回る39.7億ドルを記録し

これは前年同期を27.7％上回っているが、

た。一方、
中国からの輸入は10億ドルで前

グの対米ドル平均為替レートは1ドル＝2436

米ドル建てでは16.8％の伸びである。一

年同期を23.6％上回っている。韓国への輸

トゥグルグで前期の同2401トゥグルグから

方、2017年9月末の融資残高は13兆4000

出は前年同期を34.2％上回る630万ドルを

減価している。
これは前年同期比13％の

億トゥグルグで、前年同期を7.4％上回って

記録した。韓国からの輸入は1億4610万ド

減価となっている。

いる。
しかし、米ドル建てでは前年同期を

ルで前年同期を4％上回っている。
ロシア

2017年第3四半期の国家財政収支は

1.8％下回っている。2017年9月末の不良

への輸出は前年同期を10.5％上回る4680

28億トゥグルグの黒字となったが、1～9月

債権比率は8.7％で、7～8月の8.8％から低

万ドルを記録した。
ロシアからの輸入は9億

期の累積は7380億トゥグルグの赤字であっ

下した。

100万ドルで前年同期を46.4％上回ってい

上昇となった。
2017年第3四半期において通貨トゥグリ

た。
これは前年同期を64％下回っている。

る。モンゴルの唯一のEPA締結国である

外国貿易

これは財政収入の増加と財政支出の減

日本との貿易総額は前年同期を29.4％上

少によるもので、
1～9月の財政収入は前年

2017年1～9月においてモンゴルの貿易

回る2億9210万ドルとなった。
しかし、
この

同期を25.5％上回り、財政支出は前年同

総額は77億ドルであった。輸出は46億ド

増加は全てモンゴルの日本からの輸入の

期を6.1％下回った。財政収入の上昇は支

ルで前年同期比37.5％増、輸入は31億ド

増加によるものであり、
モンゴルの日本への

出税が前年同期比26.9％減だったにも関

ルで同27.9％増であった。
この結果、貿易

輸出は、
前年同期と同じ930万ドルに留まっ

わらず、付加価値税、外国貿易税、社会

収支は14.5億ドルの黒字となった。
これは

ている。北朝鮮への輸出は、69万ドルで前

保障負担が伸びたことによるものである。

前年同期を64.2％上回った。輸出の増加

年同期の30万ドルを上回っている。北朝

財政支出の低下は、純貸し出しと資本支

は鉱産物、主に石炭の増加によるもので

鮮からの輸入は30万ドルで、前年同期を

出の減少によるものであった。純貸し出し

ある。石炭の輸出金額は1～9月において

9.9％下回った。

は前年同期比71.3％減、資本支出は同

17.3億ドルで前年同期の5.1億ドルから増

13.6％減であった。一方、政府借り入れの

加した。
また同時期の輸出数量は2580万ト

増加により金利支出は前年同期比49％増

ンで前年同期を58.6％上回った。

ERINA調査研究部主任研究員

モンゴルの石炭の最大の輸出先は中

となり、
経常支出は同4％増であった。

エンクバヤル・シャクダル

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年*
実質 GDP 成長率（対前年同期比：%）

6.4

17.5

12.3

11.6

7.9

2.4

1.0

4.2

6.1

-

-

-

鉱工業生産額（対前年同期比：%）

10.0

9.7

7.2

16.1

10.7

8.8

12.3

24.1

20.6

10.2

20.5

18.3

消費者物価上昇率（対前年同期比：%）

10.1

9.2

14.3

10.5

12.8

1.9

1.1

2.2

3.5

4.7

5.8

3.5

登録失業者（千人）

38.3

57.2

35.8

42.8

37.0

32.8

34.4

34.4

29.1

25.4

25.4

25.4

1,356

1,266

1,359

1,526

1,818

1,971

2,146

2,475

2,401

2,436

2,454

2,437

貨幣供給量（M2）の変化（対前年同期比：%）

63

37

19

24

13

▲ 5.5

20.2

20.4

20.5

27.7

27.7

27.7

融資残高の変化（対前年同期比：%）

23

73

24

54

16

▲ 6.5

6.1

7.1

7.3

7.4

7.4

7.4

11.5

5.8

4.2

5.0

5.0

7.4

8.5

8.2

8.8

8.7

8.7

8.7

▲ 292 ▲ 1,781 ▲ 2,354 ▲ 2,089

538

872

1,559

524

652

277

104

1,452

対ドル為替レート
（トゥグルグ）

不良債権比率（%）
貿易収支（百万 USドル）
輸出（百万 USドル）

2,909

4,818

4,385

4,269

5,775

4,669

4,917

1,300

1,806

1,477

481

4,583

輸入（百万 USドル）

3,200

6,598

6,738

6,358

5,237

3,798

3,358

776

1,154

1,200

377

3,131

▲ 770 ▲ 1,131

▲ 297

▲ 868 ▲ 1,163 ▲ 3,668

▲ 255

▲ 486

2.8

▲ 160

▲ 738

12.5

18.6

23.0

▲ 8.3

-

8.9

8.3

▲ 0.7

10.6

15.1

10.1

9.3

国家財政収支（十億トゥグルグ）
国内貨物輸送（対前年同期比：%）
国内鉄道貨物輸送（対前年同期比：%）
成畜死亡数（対前年同期比：%）

42
34.5

34.7

1.7

▲ 1.3

31

11

6.3

▲ 0.5

495.5 ▲ 93.7 ▲ 34.1

20.1 ▲ 16.1
2.8

▲ 8.0

84.8 ▲ 63.0 △ 56.0

△ 2.3 ▲ 67.6

（注）消費者物価上昇率、
登録失業者数、貨幣供給量、融資残高、不良債権比率は期末値、
為替レートは期中平均値。*速報値
（出所）
モンゴル国家統計局
『モンゴル統計年鑑』、
『モンゴル統計月報』各号 ほか
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2017年 2017年 2017年 2017年 2017年
1Q
2Q
3Q
9月
1-9月
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- ▲ 40.0

- ▲ 51.0
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●韓

国

マクロ経済動向

方式）
は304億ドルの黒字、
月次では6月に

2.2％を下回る。設備投資は14.0％で前回

97億ドルの黒字、7月に107億ドルの黒字と

予測値の9.5％を上回る値となっている。建

なっている。

設投資は6.9％で前回予測値の6.5％を上

韓国銀行
（中央銀行）
が10月26日に公表

2017年第3四半期の対ドル為替レートは

した2017年第3四半期の経済成長率（速

１ドル＝1132ウォン、
月次では8月に同1131

で、前回予測値の3.5％を上回るとしてい

報値）
は、
季節調整値で前期比1.4％
（年率

ウォン、9月に同1133ウォン、10月に同1129

る。

換算5.7％）
で、前期の同0.6％を上回った。

ウォンと推移している。

回るとしている。外需である輸出は3.7％

2018年の成長率を需要項目別に見る

需要項目別に見ると、
内需では、
最終消費

2017年第3四半期の消費者物価上昇

と、
内需は民間消費が2.6％で2017年の予

支出は同1.1％で前期の同1.1％から横ばい

率は、
前年同期比2.3％であった。
月次では

測値を上回る。設備投資は2.8％で2017年

であった。固定資本形成は同1.1％で前期

8月に前年同月比2.6％、9月に同2.1％、10

予測値を下回る。建設投資は0.2％で2017

の同1.8％から低下した。
その内訳では、
建

月に同1.8％と推移している。2017年第3四

年予測値を下回る。外需である輸出は

設投資は同1.5％で前期の同0.3％から上昇

半期の生産者物価上昇率は前年同期比

3.5％で2017年予測値を上回るとしている。

した。
一方、
設備投資は同0.5％で前期の同

3.3％となった。
月次では8月に前年同月比

5.2％から低下している。
外需である財・サー

3.3％、
9月に同3.6％と推移している。

2017年の失業率については3.8％で、
2016年の3.7％から悪化する。一方、雇用

ビスの輸出は、
同6.1％で前期の同▲2.9％

者数の増加は35万人で前年の30万人か

2017年及び2018年の経済展望

からプラスに転じている。

ら拡大すると見込んでいる。2018年につい

韓国銀行は10月19日に経済見通しを発

2017年第3四半期の鉱工業生産指数

ては、失業率は3.8％、雇用者数の増加は

の伸び率は季節調整値で前期比1.3%と

表し、
2017年の成長率を3.0％と予測した。

なり、
前期の同▲0.3％からプラスに転じた。

これは前回予測値（7月発表）
の2.8％から

一方、2017年の消費者物価上昇率は

月次では季節調整値で8月に前月比▲

上方修正されている。
また、2018年の成長

2.0％で、2016年の1.0％から拡大すると予

0.1％、
9月に同1.9％となっている。
2017年第3四半期の失業率は季節調

34万人としている。

率は2.9％としている。2018年の成長率に

測している。2018年については1.9％として

ついては、年前半が前年同期比2.9％、年

いる。

後半が同3.0％としている。

整値で3.7％であった。
月次では季節調整
値で8月に3.8％、
9月は3.7％となっている。
2017年第2四半期の貿易収支（IMF

2017年の成長率を需要項目別に見る

ERINA 調査研究部主任研究員

と、
内需は民間消費が2.3％で前回予測の

中島朋義

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

16年
10-12月

実質国内総生産（％）

2.3

3.0

3.3

2.6

2.7

0.5

1.1

0.6

1.4

-

-

-

最終消費支出
（％）

2.2

2.2

2.0

2.4

2.8

0.3

0.4

1.1

1.1

-

-

-

固定資本形成（％）

▲ 0.5

4.2

3.1

3.8

5.3

1.0

4.9

1.8

1.1

-

-

-

鉱工業生産指数（％）

1.3

0.7

0.2

▲ 0.6

1.0

0.4

1.3

▲ 0.3

1.3

▲ 0.1

0.9

-

失業率（％）

3.2

3.1

3.5

3.6

3.7

3.6

3.8

3.8

3.7

3.8

3.7

-

49,406

82,781

88,885 122,269 120,446

29,689

27,981

30,364

35,030

9,310

15,013

-

輸出
（百万USドル）

603,509 618,157 613,021 542,881 511,776 137,658 138,937 142,980 150,122

47,818

55,093

-

輸入（百万USドル）

554,103 535,376 524,135 420,612 391,330 107,969 110,956 112,616 115,092

38,508

40,080

-

貿易収支（百万USドル）

為替レート
（ウォン/USドル）

17年
1-3月

4-6月

7-9月

8月

9月

10月

1,127

1,095

1,053

1,132

1,160

1,159

1,153

1,130

1,132

1,131

1,133

1,129

生産者物価（％）

0.7

▲ 1.6

▲ 0.5

▲ 4.0

▲ 1.8

0.8

4.2

3.3

3.3

3.3

3.6

-

消費者物価（％）

2.2

1.3

1.3

0.7

1.0

1.5

2.1

1.9

2.3

2.6

2.1

1.8

1,997

2,011

1,916

1,961

2,026

2,026

2,160

2,392

2,394

2,363

2,394

2,523

株価指数（1980.1.4：100）

（注）国内総生産、最終消費支出、固定資本形成、鉱工業生産指数は前期比伸び率、
生産者物価、
消費者物価は前年同期比伸び率、
株価指数は期末値
国内総生産、最終消費支出、固定資本形成、鉱工業生産指数、失業率は季節調整値
国内総生産、最終消費支出、固定資本形成、生産者物価、消費者物価は2010年基準
貿易収支、
輸出入はIMF方式、輸出入はｆｏｂ価格
（出所）韓国銀行、
統計庁他
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北東アジア動向分析

●朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）
イラン駐在北朝鮮大使館開館

通り、断固たる正義の行動へと移る。
（3）

間弾道ロケット搭載用水素爆弾試験を進

わが国家と人民を相手に犯している米国

行する問題、
（3）決定書「国家核武力完

の極悪な犯罪の対価を千倍にして返す。

成の完結段階の目標を達成するための一

2017年8月4日発『 朝鮮中央通信 』によ

環として、大陸間弾道ロケット搭載用水素

れば、イラン駐在北朝鮮大使館が同月3日

金正恩委員長、国防科学院化学材料

爆弾試験を行うことについて」の採択と、

に開館した。

研究所を視察

金正恩委員長による命令への署名、
（4）

2017年8月23日発『 朝鮮中央通信 』に

米国と敵対勢力の悪辣な反共和国制裁

中国国際問題研究院代表団が北朝

よれば、金正恩朝鮮労働党委員長が国

策動を牽制し、党第7回大会が提示した

鮮訪問

防科学院化学材料研究所を視察した。同

部門別闘争課題（国家経済発展5カ年戦

2017年8月4日発『 朝鮮中央通信 』およ

研究所は、国防科学院化学材料研究所

略）を成功裏に実施させるための具体的

び中国国際問題研究院ホームページによ

では、
「火星」シリーズロケットの熱保護材

な方途と対策の討議、が行われた。

れば、同年7月31日〜8月4日に中国国際

料と戦闘部、噴出口の材料をはじめ、各

問題研究院の蘇格院長を団長とする3名

種の近代的な武装装備に使われる様々な

全国の協同農場の90％で遠隔営農

の代表団が北朝鮮を訪問、外務省を表敬

化学材料の研究開発と生産を保証してお

技術問い合わせシステムが運用中

訪問し、李吉成副相と会見したほか、軍縮

り、近年、自らの力と技術で大陸間弾道ロ

2017年9月11日付『 朝鮮新報 』によれ

と平和研究所の金勇国所長や朝鮮社会

ケットの戦闘部尖頭と固体エンジン吹出口

ば、農業省と科学研究機関、各級の農業

科学院を訪問したほか、板門店を訪問し

の製作に利用する最先端材料である3D

指導機関と全国の90％に相当する数千の

た。

カーボン／カーボン－炭化ケイ素複合材料

協同農場をコンピューター網で連結して、

を研究開発して国産化に成功することで、

技術的な問題をリアルタイムで互いにやり

金永南最高人民会議常任委員会委

初の大陸間弾道ロケットの試験発射で大

取りしながら協議し、対策をとる情報技術

員長、
イラン大統領就任式に参加、大

成功を成し遂げることに大きく寄与したと

システムである遠距離営農技術問い合わ

統領と会談

報道している。

せサービスシステムが導入されているとの

2017年8月7日発『 朝鮮中央通信 』によ

ことだ。

れば、金永南最高人民会議常任委員会

北朝鮮、第6回目の核実験を実施、金

委員長が同月5日、
テヘランで開かれたイラ

正恩委員長が指導

外務省スポークスマン声明

2017年9月4日発『 朝鮮中央通信 』によ

サン・ロウハーニー大統領と会談した。この

れば、同月3日、核実験が行われ、金正恩

2017年9月11日発『 朝鮮中央通信 』に

ほかに、ジンバブエのロバート
・ムガベ大統

委員長が「核兵器兵器化事業を現地で

よれば、同日、北朝鮮外務省は、国連安保

領、キューバのウリセス・ロサレス・デル・
トロ

指導した」。朝鮮労働党中央委員会軍需

理決議第2375号に関連して、米国を強く

革命評議会副議長、
コンゴ民主共和国副

工業部の責任幹部と核兵器研究所の科

非難するスポークスマン声明を発表した。

首相、スリランカ民主社会主義共和国国

学者たちが現地で金正恩委員長を迎え

会議長、
カメルーン共和国国会上院議長、

た。

盟委員長と書記長とも面会した。

国連安保理決議第2371号を全面
的に排撃する北朝鮮政府声明

『朝鮮語大辞典（充補版）』発刊
2017年9月14日付『 朝鮮新報 』によれ

ナミビア共和国大統領特使、国際議会同
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国連安保理決議第2375号に対する

ン大統領就任式に参加した。翌6日にはハ

朝鮮労働党政治局常務委員会開催、

ば、社会科学院言語学研究所が44万語

金正恩委員長が参加

を収録し、4分冊で総7000ページの『朝鮮

2017年9月4日発『 朝鮮中央通信 』によ
れば、同月3日午前、朝鮮労働党政治局

語大辞典（充補版）』を発刊したとのこと
である。

2017年8月7日発『 朝鮮中央通信 』によ

常務委員会が開催された。
金正恩委員長

れば、北朝鮮政府は次のような声明を発

のほか、金永南、黄炳瑞、朴奉珠、崔竜

金正恩委員長 、黄海南道クァイル郡

表した。
（1）米国と敵対勢力が操作して

海の各氏が参加した。この会議では、
（1）

を視察
2017年9月21日発『 朝鮮中央通信 』に

出した国連安全保障理事会の反共和国

現在の国際政治情勢と朝鮮半島に作ら

「制裁決議」は、私たち共和国の自主権

れた軍事的緊張状態の分析と評価、
（2）

よれば、金正恩国務委員長がリンゴなどの

に対する乱暴な侵害で、厳しく断罪糾弾

核兵器研究所が実施した核兵器兵器化

果樹栽培で有名な黄海南道クァイル郡を

し、全面排撃する。
（2）米国が我々の自主

研究事業（核実験）の実態についての報

視察した。

権と生存権、発展権を抹殺する国連安全

告を聴取し、朝鮮労働党第7回大会が提

保障理事会「制裁決議」をついに操作し

示した国家の核武力完成の完結段階の

ERINA 調査研究部主任研究員

出した以上、私たちはすでに明らかにした

目標を達成するための一環として、大陸

三村光弘
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ERINA 日誌

11月2～3日	「第3回環黄海フォーラム」参加・発表（公州、新井

10月1日	北東アジア学会第23回研究大会・報告者（三島市、
三村主任研究員）

調査研究部長）
11月9日	「第26回物流研究会」参加・発表（東京、新井調査

10月5～6日	「燕三条トレードショウ2017」【ERINA 後援】（燕
三条地場産業振興セミナー）

研究部長）
11月10日	「第4回International Conference on Korea

10月6日	国際情勢研究所「ロシア研究会」（東京、
新井調査

Trade (ICKT 2017)、第11回International

研究部長）

Triangle Symposium (ITS 2017)」参加・発表（大

10月10日	国際会議「アルチョム市の発展、ビジネス対話」（ロ

田広域市、
中島主任研究員）

シア・アルチョム、新井調査研究部長）

11月12～20日

10月14日

アジア物流研究会・発表（万代島ビル、穆研究主任）

	UNFCCC COP23会議参加（ボン、エンクバヤル主

10月15日

『ERINA REPORT（PLUS）』No.138発行

10月18日	『The Northeast Asian Economic Review』Vol.
5 No. 2発行

任研究員）
11月14日

第10回日露エネルギー・環境対話イン新潟
会場：朱鷺メッセ4階マリンホール

10月16日	「第10回日露エネルギー・環境対話」についてプレス
リリース

主催：新潟県、新潟市、ERINA
11月15日	C O P 2 3 関 連イベント
「Innovations in Green

10月18日	新潟東港コンテナターミナル現地視察セミナー講師
（穆研究主任）

Investment and Economic Structures for 2
tonnes of carbon per capita by 2022」開催（ボン、

10月19日	北京市科学技術研究院副院長訪問（田中業務執
行理事ほか）

エンクバヤル主任研究員）
11月15日	「日本はあまりにも北朝鮮の真実を知らなすぎる」
（寄

10月19～20日

稿）一般財団法人リスクマネジメント協会『Today』

	「にいがた BIZEXPO2017」【ERINA 後援】
（新
潟市産業振興センター）
10月20日	ERINA 学術交流研究会「北東アジアの地域間経
済連携と国際協力」
（朱鷺メッセ、
ハルビン市発展研
究センター主任

高超ほか）

10月24日	新潟県海外事務所・拠点等検討会議（新潟県庁、
中村企画・広報部長）
10月25日	富山国際大学富山県寄付講義「経営情報概論」
（富山市、中島主任研究員）
10月25日	第3回賛助会セミナーについて「内陸発展途上国モ

vol. 105
（三村主任研究員）
11月17日	所内セミナー「遼寧省における対日経済貿易協力の
新しい展開―遼寧自由貿易試験区を中心として―」
（ERINA会議室、遼寧社会科学院東北亜研究所
副研究員・ERINA招聘外国人研究員 秦兵）
11月20日	「中国自主ゼミナール」講演（クロスパル新潟、穆研
究主任）
11月28日	韓国海洋水産開発院主催「環日本海―ユーラシア
国際セミナー」参加・発表（釜山、河合代表理事、新
井調査研究部長）

ンゴルの可能性」プレスリリース
10月26～27日
	交通フォーラム「極東：交通、発展の哲学」参加・発表
（ハバロフスク、新井調査研究部長）
10月29日	東北大学東北アジア研究センター共催国際シンポジ
ウム「安全保障の視点から考える移民・難民と環境
問題」発表（仙台市、三村主任研究員）
10月30日	独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
「ロシア・中央アジア石油・天然ガス投資環境調査」
委員会（東京、新井調査研究部長）
10月31日

平成29年度第3回賛助会セミナー
「内陸発展途上国モンゴルの可能性」
会場：朱鷺メッセ中会議室301
講師：駐日モンゴル国臨時代理大使
ダンバダルジャー・バッチジャルガル

11月1日	第10回欧・亜交通大学国際シンポジウム「第4次産
業革命のための欧・亜の交通・ロジスティクス教育シス
テム」参加・発表（ソウル、新井調査研究部長）
11月1日	新潟県国際交流協会主催「 留学生就職支援セミ
ナー2017」【ERINA 協力】（朱鷺メッセ）
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編

集

後

記

今回の特集は北朝鮮経済です 。核 、ミサイル開発の
急速な進展とトランプ政権の誕生にともなう米国の
政策の変化で 、朝鮮半島をめぐる国際情勢は騒然とし
たものになっています 。制裁の影響はそれが常態と
なっているとはいえ 、北朝鮮経済を徐々に蝕んでいる
ようにも見えます 。今回の特集原稿を見ていると 、経
済改革の深化よりはまず生産の正常化が重要だ 、とい
う論調が強くなって来ているように思います 。その中
で 、農業分野では生産性を上げるための機械化が重視
されているとのこと 。生産すればするだけ取り分が増
える改革が 、農業者のやる気を刺激しているのは確か
だと思います。現在の厳しい状況を乗り越えたとき 、
北朝鮮がどんな成長を遂げていくのか 、隣国の日本と
しては 、近未来の北朝鮮の姿は自国の未来にも関連
します。ぜひ特集に目を通していただき 、北朝鮮の変
わったところと変わっていないところを 、北朝鮮の学
者たちの文章を通じて感じていただきたいと思います。
（M）
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