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基調講演

善隣協力と共同発展
中日友好協会会長

宋健

北東アジア経済会議および北東アジア経済フォーラムの

共催による「2004北東アジア経済会議／北東アジア経済

フォーラムイン新潟」に、ご招待いただき大変光栄である。

この会議が新潟で開催されるに当たり、ERINAと北東ア

ジア経済フォーラムの方々、平山征夫新潟県知事、吉田進

ERINA理事長、そしてこれらの関係機関のスタッフの皆

様の多大な努力に感謝申し上げる。北東アジア経済会議と

北東アジア経済フォーラムの崇高な趣旨のため、同会議と

フォーラムが、21世紀の北東アジアにおける隣国間での平

和発展、経済繁栄と人民の幸福のために、さらに大きく寄

与することを希望する。

１．中国の現実と未来への展望

まず私は、皆様に21世紀に入った中国の現状と中国人の

心境を報告することで、皆様の中国の現状と未来に対する

理解に少しでも役立つことができればと思う。

過去20年間、中国経済は平均８％以上の成長を維持して

きた。工業化は加速し、社会生産力は着実に向上し、人民

の生活水準は明らかに改善された。平均寿命も大幅に伸び

た。これらの変化は中国人にとって大変に喜ばしいことで

ある1。

世界の大多数の人々は、中国人の進歩を好ましく思って

いるが、少数の人々はこれを憂慮し、中国は他人を押しの

けて「世界の工場」になった、中国は国際資本を吸引する

「ブラックホール」である等の「中国脅威論」が現れた。

21世紀の中国の動向は全世界が注目する焦点の一つとなっ

た。中国は人口が多く、非常に大きな国であるので、21世

紀の中国が東アジア、アジア全体に及ぼす影響は重大であ

る2。

過去20年間における中国最大の成果は、人口の激増をコ

ントロールしたことであると私は思っている。20世紀初頭

の中国の人口は4.5億人であったが、2000年には12.7億人と

なり、３倍に増加し、すべての政治家、科学者が懸念して

1 朱鎔基『政府工作報告』、2003年３月
2 小島清「中国は信頼できる主導者の一つ」『世界経済評論』No.２、2003年
3 宋健、于景元『人口制御理論』科学技術出版社、1985年（Song J, Yu J Y: Population System Control, Berlin:Springer-Verlag, 1988）
4 『中国統計年鑑2001年』中国統計年鑑出版社、2001年

いる。もしも中国の人口が本当に「大爆発」し、さらに２

倍、４倍に増加し、20億、40億に達したなら、「持続可能

な発展」の構想は残らず水泡に帰するであろう。過去20年

来科学界の推進のもとで、中国政府は人口の増加速度を抑

えることを決意し、世界の注目を集める成果をあげた。女

性の平均出産数（TER、合計特殊出生率）は70年代の4.0

から現在の1.8に下がった。80年代中国の臨界合計特殊出

生率は2.16で、これよりも高くなると人口は際限なく増加

していくが、これより低ければ、人口は次第に下向きにな

ることを予測し証明した3。現行の人口政策は合計特殊出

生率を1.6前後に下げると見込まれている。中国政府は引

き続き計画出産政策を実行するが、30～40年後に16億人前

後に達してからは増加は停止するであろう。20世紀末に中

国の「人口爆発」の信管はすでに取り外された。これは今

後の経済の持続的発展と１人当りの収入の安定した増加の

ために、最も重要な条件を作り出したのである。

近代史において、中国人は飢饉を最も恐れた。戦乱、天

災などで不毛になった土地がはるか千里にまで続き、その

ため「食事は済みましたか」が多くの農村であいさつの言

葉となった。ここ20年来、中国の農業技術レベルは長足の

進歩を遂げた。過去20年間人口は2.7億人増加したが、１

人当りの穀物生産高も70年代の200kgから2000年の400kg

に向上した。現在は大量に備蓄しているだけでなく、一部

は輸出している。同時期の１人当りの副食品、肉、卵、水

産物、果物の供給量は５～10倍に向上した。また、医療条

件の全面的な改善により、人口の平均寿命は1975年の67歳

から現在の71.8歳に伸びた。2003年の国内総生産は11.58兆

元（1.4兆ドル）に達し、１人当りは8,900元（1,070ドル）

で、1980年と比べ４倍以上に増加した。輸出入も急激に増

加しており、2003年には8,512億ドルに達し、1980年の380

億ドルの22倍に増加した。昨年末の中国外貨準備高は

4,010億ドルとなった。これらの数字を、中国人は身をもっ

て実感し、喜ばしく思っている1,4。

中国人には、過去の成果を喜ぶべき理由はあるが、だか

らといってこれを誇る資格はまだない。中国は非常に長い
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期間、依然として低収入の発展途上国であり続ける。中国

の工業化はまだ初級段階にあり、ロシアより200年、日本

より100年遅れて始まった。人口の70％を占める農村人口

は依然として手仕事に従事し、機械化のレベルと労働生産

性はまだ大変低い状況にある。為替レートで計算すれば、

2002年の農村における１人当たりの収入は300ドルに達し

ていない状況で、１日１ドルにも達していない。昨年の１

人当たり国民総生産は日本の1/35、中等先進国の1/10に相

当する。人口基数が大きいため、中国共産党第16回代表大

会が打ち出した奮闘目標によって、今後10年ごとに経済を

倍増させるとしても、１人当たり4,000ドルに達するには

20年かかる。日本やアメリカの半分に追いつくにはまだ50

年はかかるであろう。

中国の工業建設と近代化の過程が順風満帆で、困難にぶ

つからないという考え方は単純といえる。21世紀の中国人

は新たな挑戦を迎えいれ、新たな困難を克服する心構えを

持つべきである。これに打ち勝って初めて、未来の16億の

人民が面目ある小康生活（いくらかゆとりのある生活）を

おくることができるのである。

現在中国は、誇ってはならず、引き続き刻苦奮闘し、先

進国に学ばなければならない。まず隣国に学び、善隣友好

を旨とし対立しないということである。ここ20年来中国政

府は、ずっとこの方針を堅持しており、互いに思いやり互

いに譲歩するという精神で周辺諸国と国境を画定し、全て

の隣国と友好協力関係を保つよう努めている。中国はアメ

リカ、ロシア、ヨーロッパ諸国との友好協力関係の発展を

重視し、互いに尊重し合い、小異を残し大同につくことを

基礎にして、相違を解決し、良好な国際環境を創造するこ

とによって、中国人民が一意専心して経済建設に取り組む

ことができるようにしている。これはとりもなおさず中国

が長期にわたって堅持している「経済建設を中心とする」

という基本的な国策である。

中国人の信念は、全ての民族、全ての国家の長所を学び、

政治、経済、科学技術、文学、芸術の全てにおいて、真に

良いものを学ぶことである。将来、中国が強国になっても、

さらに他人に学び、鼻を高くしてはならない。数十回の５ヵ

年計画以降においても、他人に学び、１万年であろうとも

学ばなければならない。中国人の共通認識は、21世紀おい

て中国は謙虚に、落ち着いて足元をしっかり固め、刻苦奮

闘し、50年の平和建設を勝ち取り、工業化を完成し、近代

化を基本的に実現させ、中国人に面目ある生活を保証する

ことこそが、何よりも重要な目標である。所謂「中国脅威

論」、「世界の工場」等の言い方は中国の国情に符合せず、

中国人民の願いに反し、中国近代史の方向にも抵触する。

２．中国の21世紀における善隣政策

中国人は、日本の製造業を敬服している。ここ数年日本

の経済は低迷し、昨年から成長を開始したが、国民総生産

はつねに４兆ドル以上という水準で、アメリカに次いでい

る。全世界で１人当たりの収入が最も高い国の一つである。

第二次世界大戦後、日本の工業は徹底的に破壊され、農

業は荒廃し、また一家が分散し肉親を失う人も多数存在し

た。日本国民は飢餓と困難の中で刻苦奮闘し、わずか30年

ほどの時間で、戦前の生産レベルを超えるだけでなく、ア

メリカに次ぐ世界第2位の経済大国になり、この世の奇跡

を創り出した。仏教の言葉によれば、それは鳳凰涅槃

（Nirvana）である。日本の奇跡は各国の経済学者が80年

代以降研究している重要な課題である5,6,7,8。

中国が工業化と近代化をおこなう過程で、日本各界の支

持と協力を得ていることに対し、中国人民は深い感謝の意

を表している。市場経済を発展させ、企業の管理レベルを

高め、ハイテク産業を創造する等の面で、中国人民は謙虚

に日本人の刻苦奮闘し、誠実であり、仕事を尊ぶ精神及び、

懸命に働き、大胆に革新する科学的態度を学んでいる。日

本の多くの大手企業、例えば新日鉄、松下、日本電気、ト

ヨタ、本田、京セラなどの成功と発展の道は、いずれも中

国の企業家が学ぶべき手本となった。これらの企業は、み

な中国の企業家とエンジニアたちの良き師であり、良き友

である9,10,11。

30年前、中日両国の国交正常化後、日本政府は中国に対

し、４回にわたり総額２兆7,000億円の円借款を提供し、

その他、総額1,100億円あまりの無償援助も提供した。日

本は中国にとって最大の政府開発援助（ODA）提供国で

あり、これは中国が他国から受け入れている借款総額の半

5 "Japan", Encyclopedia Britanica,Vol.22,1993
6 厳善平『日本経済における政府と企業』上海遠東出版社、1997年
7 王文化、王曦『奇跡の日本』成都地図出版社、2002年
8 Johnson Chalmers,MITI and Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy,1982
9 松下幸之助『私の経営理念』周啓明訳、松下電器産業株式会社出版、1992年
10 稲盛和夫『人生と経営』馬笑梅訳、1998年
11 島田政雄『戦後日中関係50年』江西教育出版社、1998年
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分以上を占める。これらの資金は主に鉄道、道路、港湾、

空港及び環境保護、教育、医療保健などのインフラ建設に

用いられ、中国の経済・社会の発展と人々の生活改善で大

きな役割を果たしてきた。中国人民は良き隣邦の厚情を深

く感じている12。

不断に強まる経済貿易協力は、両国の経済発展と人民の

生活レベルの向上にとって重要な意義を持っている。中日

両国が国交を樹立した1972年の貿易額はわずか11億ドルで

あったが、2003年にはすでに1,335億ドルを突破し、100倍

以上に増加した。昨年の中国の日本からの輸入は741億ド

ルで、38.7％増加した。日本は11年連続して中国最大の貿

易パートナーとなり、中国はすでに日本の第２の貿易パー

トナーとなっている。日本が中国へ投資するという新たな

潮流が現われ、日本企業はすでに28,400社余りに達し、契

約合意金額は575億ドル、契約ベース投資額は414億ドルと

なった。実力のある中国企業も日本市場への参入を開始し

た。中国にある日本企業は、各級政府と社会各界に支持さ

れ愛されてきた。そしてこれらの企業は、中国で良好な経

済収益をあげている。

過去20年の中国の経済社会発展に対して、日本の人々は

大きな貢献をされた。中国人民は日本の人々に対し、深い

感謝の気持ちを抱いている。

ロシアは中国の偉大な隣邦であり、20世紀において中国

と密接な友好協力関係を築いた。中華人民共和国が成立し

た時、中国の国民経済回復、工業化建設、基礎工業建設、

大量の人材の育成など各方面において、ロシアの暖かい支

持と協力を得た。中国の基礎工業の技術は主に1950～60年

代にロシアから学んだものである。中ロ友好協力のこの歴

史は中国近代史上消えることのないものとして、末永く後

の人々の心に刻まれるであろう。ロシアはピョートル大帝

の時代から工業化の進展が始められた。1724年にサンクト

ペテルブルグ科学院（現在ロシア科学院）を設立して以来、

各時代で科学、技術、工業など各分野において輝かしい成

果をあげ、人類の科学文明に大きく貢献した。多くのロシ

ア人科学者とエンジニアの氏名が、世界の科学史に燦然と

輝いている。ロシアは豊富な科学、しっかりした工業基礎、

勤勉で勇敢な国民、豊かな自然資源を持ち、また近年経済

成長が早まった。21世紀においてもやはり北東アジア諸国

の強大な友好隣邦であり、経済協力の重要なパートナーで

あると思っている13,14。

20世紀後半、中ロ関係は曲折を経て、全く新しい友好協

力の時代を迎えた。2001年「中ロ善隣友好協力条約」の調

印は両国の長期にわたる善隣友好、互恵協力、子孫にわた

る友好関係を発展させるため、法的基礎を固め、新しい道

を切り開いた。ここ近年、中ロは経済、技術、貿易協力が

迅速に発展し、中ロ貿易は急激に伸び、毎年20％以上成長

してきた。2003年には158億ドルに達し、１年で32％増加

した。これは中国とロシア両国の経済成長と社会進歩に対

する重要な推進役となり、北東アジア経済の発展にもこう

した貿易の発展は重要な意義をもってきた。

韓国も戦後急速に発展し人々を驚かせた。1950～80年代

に技術を導入し、工業を発展させ、ハイテク産業を建設し、

人民生活を向上させたという成果は、発展途上国が農業国

から工業国に転換するための新たな経験を提供した。1997

年アジア金融危機の打撃を受けながらも、迅速に経済を回

復し、経済の安定的成長を維持した。1998～2000年に成長

率は10％に達した。20世紀末１人当たりの国民総生産はす

でに10,000ドル近くとなり、中国の10倍以上である15,16,17。

韓国の発展の経験は、未だに工業化過程にある中国にとっ

て参考とする価値が十分にある。

中国と韓国は、1992年に正式な外交関係が樹立されてお

り、両国の人民と世界各国の熱烈な歓迎を受けた。国交樹

立後、両国間の経済・文化・科学技術等の各分野における

協力関係は著しい速さで発展した。2003年の両国間の貿易

総額は632億ドルで、2002年と比較して43.4％増加してい

る。中国側の統計によると、2003年までに韓国が中国に設

立した韓国系企業は27,000社で、その直接投資額は197億

ドルであり、外国による対中国投資第４位の地位にある。

韓国の人口はわずか4,700万人で、これは中国の平均的な

省の人口に相当するが、韓国が経済発展で得た成果は、中

国人民と世界各国人民に尊敬されている。

中国は善隣友好という外交政策を堅持して、北朝鮮、モ

ンゴル、東南アジア、中央アジア等の各国との友好協力関

係を発展させ、これを保持するよう努力してきた。大自然

は我々数カ国を隣国として配置した。人類の歴史の上で、

各国は一つ所に存在する。世界のいかなる力をもってして

も我々を分離させることはできない。また各国の人々も、

親密な善隣友好関係を結び、平等互恵、相互援助にもとづ

12 中華人民共和国財政部、対外経済貿易合作部、科技部編『中日経済技術協力成果－中日国交正常化30周年記念－』、2002年
13 宋健「百年リレー留学ブーム」『科技日報』、2003年２月12日
14 宋健『世紀の白鳥』150－152頁 原子能出版社、2002年
15 崔亨燮「韓国21世紀技術開発戦略」、北京の発展戦略討論会においての報告、1999年３月23日
16 Cho Lee-Jay, Economic Development in the ROK: A Policy Prospective, Honolulu, East-West Center, 1991
17 『世界発展報告書2000/2001』世界銀行、2001年
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いて共に発展する権利をもち、これを熱望している。

３．開放政策

ここ20年来、中国の経済は急速な成長を遂げ、これは改

革開放政策の賜物であり、その中で開放政策は重要な役割

を果たした。開放は国家を進歩させ、鎖国は全民族を立ち

遅れさせる。明王朝から清王朝に至るまで、中国は400年

も鎖国し、多くの機会を逸してきた。改革開放により、中

国は各国に学び、さまざまな分野に適応した技術を導入す

ることができるようになり、全てのことを初めから行なう

必要がなくなった。発展途上国の人民にとって、技術を導

入し消化・吸収すること、そして技術革新もまたすべて同

じように重要である。中国の工業界と科学技術界は、開放

政策という環境にあってはじめて、比較的高い起点に立っ

て開発と革新を行い、より速く最先端に近づくことができ

るのである。

自然科学には、早くから熱力学第二法則という次のよう

な科学原理がある。つまり如何なるシステムも開放的な環

境の中で、たえず外部とエネルギー、物質、情報を交換す

ることによってはじめて、比較的速く発展し、成長すると

いうことである。逆に、閉鎖的なシステムは無秩序と衰退

に向かうことになる。これは一つの普遍的な自然法則

（Universal Law of Nature）である。この理念に基づいて、

科学界が真っ先に開放政策を支持し、「グローバリゼーショ

ン」が中国の経済発展と科学技術進歩のためによりよい開

放的な環境を形成することを期待している。一つの社会の

経済発展は外部とのエネルギー交換が必要である。資金は

いわばエネルギーである。過去20年の中国の実行ベース外

資額（FDI）は5,000億ドルを超え、ここ数年は毎年400億

ドル以上に達し、これはいわばエネルギーの投入をこれだ

けの規模で行ったということである。2003年の対外貿易は

8,512億ドルで、輸出と輸入はそれぞれ半分を占めている。

これは、外部とのエネルギー、物質、製品の交換である。

2003年末現在中国に直接投資した外国企業は46万社、

2,350万人あまりに相当する雇用機会を創出した。2003年の

対中国大陸投資のうち、香港とマカオの特別行政区がトッ

プを占め、日本が第３位、韓国が第４位、アメリカが第５

位となっている。図１は、過去18年間における、４つの国

（地域）の中国への直接投資額の推移を示している18。

中国人民にとっては、近隣諸国からもたらされる利益が

最も多く、貿易以外での人々の相互往来、家族訪問、友人

交流は、知識の伝播と情報交換の重要なルートである。こ

の意義からみれば、隣国間の観光業を発展させることは非

常に重要である。この数年間、北東アジア諸国から中国に

来る観光客は年々増えており、2001年の中国への観光客は

それぞれ日本から240万人、韓国から170万人、ロシアから

120万人で、この３カ国の観光客が全世界からの観光客の

50％を占めており、人々の友好関係の発展に重要な役割を

果たした。過去20年間、中国に招聘された各分野の専門家

は100万人を超えている。中国から海外へ仕事あるいは留

学する人は毎年10万人以上である。

中国の東北三省の人民は、去年逝去された北海道の原正

市氏を非常に敬愛している。原氏は還暦を越えてなお、辛

労を辞さず報酬も受けず、15年間の長きにわたり、中国の

18 これらのデータは、中国対外経済貿易合作部外資司より提供されたものである。

図１　1986－2003年米欧日韓の対中投資（実行ベース）
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東北各省において早稲稀有栽培方法の普及に尽力された。

これによって、東北三省における水稲の品種改良と生産高

が大幅に引き上げられ、黒龍江省は中国の水稲生産大省へ

と成長し、全国に供給している。中国の各級政府と人民は

原氏に対し大変に感謝しており、多くの賞を授与した。去

年、原氏が逝去された後、中国人民はみな原氏に崇敬の念

を深く抱き、哀悼の意を表している。

黒龍江省三江平原開発計画における龍頭橋ダム建設プロ

ジェクトは、新潟県日中友好協会の尽力により30億円の借

款を用いて建設された。新潟県亀田郷の佐野藤三郎氏は、

王震副総理の招聘を受け、沼地の耕作地への改良を援助し、

25年もの間懸命に努力され、素晴らしい成功を収められた。

この過程で新潟県と黒龍江省は友好関係を締結した。黒龍

江省の人民はこれに対し心から感謝を表している。

日本のJICAと花甲（還暦）協会の支持の下で、多くの

日本の退職者は、自ら志願して中国に来られ、中国の経済

建設と若い人材の育成を援助しておられる。現在は、毎年

６万人の各分野における日本人専門家が中国で仕事をされ

ている。彼らの該博な知識と刻苦奮闘し仕事を尊ぶ精神は

中国人に敬愛されている。彼らから中国人は日本人の勤勉

の美徳を感じとり、中国人民の学習の模範としている。

４．図們江地域の発展と期待

1991年、中国は図們江地域における開放政策を決定した。

北東アジア経済フォーラムによる推進下で、UNDP等の国

連機関の支持を得て、10年間で著しい成果を挙げた。1992

年、中国政府は吉林省が編成した「図們江琿春地域開発大

綱」を許可し、「中国図們江経済開発計画」と「第10次５ヵ

年計画」を制定した。

北東アジア経済フォーラムの提唱の下、1995年中国・北

朝鮮・ロシア等３カ国は「図們江地域開発調整委員会の設

立に関する合意書」を締結した。同時に中国・北朝鮮・ロ

シア・韓国・モンゴル等5カ国による「図們江経済開発地

域および北東アジアの開発のための諮問委員会の設立に関

する合意書」と「図們江経済開発地域および北東アジアの

開発における環境問題に関する覚書」を締結した。これら

の協定書は、同地域の経済発展と、今後の経済協力のため

の法律的基盤を打ち立てたのである。

過去10年間、中国の各級政府は図們江地域の発展に非常

に努力してきた。すでに総計50億元あまりを投資し、港

湾・エネルギー・交通・通信等におけるインフラ設備の建

設を行った。琿春～カムショーバヤ駅間の鉄道は、すでに

一部連結されており、年間80万トンの積み替え能力を有し

ている。琿春口岸と圏河口岸に検疫ビルを新たに建設して

おり、延べ60万人と60万トンの貨物の検査能力を有してい

る。あわせて琿春公路や鉄道港、一級道路をセットで建設

した。長春～琿春間の高速公路は建設中であるが、一部は

すでに使用されている。延吉空港は拡張され、大型旅客機

の離着陸が可能になり、年旅客輸送能力は130万人に達し

ている。中ロ・中朝間に新たな道路と鉄道が開通し、中韓

間には空路と陸海５つの複合輸送路が開設され、運行状況

は良好である。琿春～ザルビノ～韓国の束草間の陸海の旅

客・貨物の連絡輸送も実現されている。

2002年５月、中ロの両国首相は、琿春～カムショーバヤ

間国際連絡輸送に関する会議紀要に署名し、吉林東北亜鉄

道公司はロシアの金環鉄道に鉄道インフラ設備建設のため

の緊急の貸付金を提供した。ロシアの交通部は、琿春～マ

ハリノ（カムショーバヤ）間の貨物輸送を行うよう指示し

た。ロシアの外交部も、吉林省によるザルビノ港の借用事

項に関して会談を行うことを批准した。吉林省と北朝鮮、

韓国間には10の協力プロジェクトがあるが、北東アジアの

鉄道設備改造プロジェクトは、すでに一部実施済み一部計

画中である。これらはすべて琿春と延吉市の経済発展を大

いに加速させ、吉林省と東北三省の経済成長をも促進する

であろう。

中国政府と吉林省政府は、図們江地域の発展、建設と開

放を非常に重視しており、これを北東アジア地域協力を推

進する上での重要な基礎であり、また紐帯であると認識し

ている。吉林省は指導部と行政機関の能力を強化しており、

国家の賦与する優遇政策を充分に活用し、21世紀の北東ア

ジア各国の発展のため、主要な役割を果たすことを期待し

ている。吉林省政府は、地域経済等の重大な問題について

研究を行っている。また、他国の関係者たちと協力して研

究を行い、今後政府が正確な政策決定をすることができる

よう提言を行っている。

東北三省以外に、経済が発達した河北・山東・天津等の

環渤海地域も、北東アジア経済での地域協力に加わること

を期待している。環渤海地域は総人口が2.6億人で、北東

アジア経済地域を支える有力な地域である。

私の知るところでは、中国各級政府の今後の同地域に対

する発展構想と期待は以下の通りである。

１）UNDPの図們江地域開発計画事務局による「琿春～ハ

サン間の越境経済合作区計画」、「中ロ朝図們江局地経

済貿易合作区計画」、「中朝琿春羅先間の越境経済合作

区計画」、及び「中蒙間越境経済合作区計画」等の制

定を期待する。同一の地域政策を制定して、２国間或
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19 Ivanov V, Sergachev D and Oguma E, "Overview of the Second International Workshop for the Energy Security and Sustainable

Development in Northeast Asia" ERINA REPORT, Vol.46, June, 2002
20 李国玉「ロシアの豊かな石油ガス資源及びエネルギー外交」『世界石油工業』2001年第６期、11－13頁
21 李国玉「東アジアのエネルギー脈動」『中国石油』2001年第９期、９－11頁

は多国間の投資貿易協定を締結する。そして、交通輸

送のインフラ設備の建設、連結及び協力を強化し、観

光業の共同開発を行って、経済連動を実現することを

期待する。

２）2005年～2008年に、図們江局地経済技術貿易協力区を

創建して、UNDPプロジェクト事務局によって、統一

の政策と計画を制定し、北東アジア地域の一般貿易、

辺境貿易、越境中継貿易、加工貿易等を推進して、多

国間協力を一層発展させることを期待する。

３）2010年までに、環日本海経済区協商委員会と地方政府

首脳間の定期会合を創設し、さらに北東アジア経済

フォーラム／北東アジア経済会議経済協力組織委員会

を設立して、北東アジア自由貿易区を計画建設し、２

国間或は多国間自由貿易協定の草案を作り締結するこ

とを期待する。

４）日本政府に北東アジア地域経済協力組織への積極的な

参加と、メンバー国になることを働きかける。環日本

海地域の中心である新潟・富山・秋田などの地方自治

体が北東アジア地域の経済開発計画に率先して参与

し、21世紀における環日本海経済発展の起爆剤となる

ことを期待する。

５）UNDP、UNESCAPなどの国連機関と北東アジア６カ

国が連携して、国際社会に資金源を求め、同地域のイ

ンフラ建設と経済発展のための資金獲得の努力をす

る。そして、世界銀行とアジア開発銀行が北東アジア

地域の経済発展に参与することを期待する。

私の個人的な意見ではあるが、防川から日本海への河川

航路は依然として将来における一つの選択であると認識し

ている。ベルギーのアントワープ港は、海から85kmも離

れており、河を掘ってできた港であるが、現在は欧州の大

港になっている。

この10年間を回顧してみると、北東アジア経済協力の発

展のためにすべきことについて、以下の何点かを指摘する

ことができる。各国は同地域の発展のための計画性が乏し

く、確定された大プロジェクトが少なく、投資が不足して

いる。また、「三国協定」が署名された後、中国以外の

国々は有効な管理機構を創設しなかったために、多国間協

力プロジェクトの実施が難しく遅れている。しかし、最も

重要な問題は、各国間、各地域そして人々の間の相互信頼

をいかに築くかである。互いの信頼があってこそ、その他

の困難が比較的容易に解決できるためである。

５．相互信頼の強化は協力発展の保証である

北東アジア各国はそれぞれ歴史が多様で、発展段階も異

なり、現状も同じではない。しかし、地理的な政治関係と

複雑な近代史は各国を緊密に結び付けている。20世紀前半

は、消すことのできぬ過去の過ち、書き尽くせぬ悲劇、切っ

ても切れぬ怨恨の歴史であった。戦争、冷戦、挫折と苦難

は各国の人々に深刻な災難と悲惨な犠牲をもたらした。こ

れらの歴史の遺産は長きにわたり後代の人々の心に残るこ

とであろう。一方で、人々は歴史から教訓を得、経験を積

み重ね、知識を学び、新しい目標を確立した。

20世紀の苦痛は各国の人民に共通の理性と確固たる願い

を形成させた。それは侵略戦争に反対して平和発展を追求

することである。隣国間で敵視せず、子々孫々の友好を築

き、良き近隣となることである。また、共同して経済と科

学技術を発展させ、人民の福祉を向上させることである。

これは北東アジア各国の21世紀における共同発展の基礎と

なるであろう。

地理的な政治関係と類似した歴史は、北東アジア諸国で

相互依存による共同利益をもたらす。過去の10年間に、

ERINAと北東アジア経済フォーラムはすでに多くの研究

と提言を行なった。

21世紀のエネルギー安全保障は、日本、韓国、中国が今

後発展していくうえで重要な課題である。中東に依存する

だけでは確実とはいえない。北東アジア諸国の持続可能な

発展を保証するために、相互に協力してロシア極東地域の

石油、天然ガスと水資源を開発し、輸送路を開設しなけれ

ばならない19,20,21。

環境の保護と改善は各国の人々が皆非常に関心を寄せて

いる共同の課題である。毎年春の砂嵐がシベリアと中央ア

ジアより、新疆とモンゴルを経て強くなり、中国華北地方、

朝鮮半島、日本及び日本の人々の生活環境に大きな影響を

及ぼしている。これは地球の大気環流システムが北東アジ

ア地域で猛威をふるっているためで、20世紀において生態

が退化し破壊された結果である。このような広い範囲にお

ける生態管理は大規模なシステムエンジニアリングであ

り、各国の共同計画と管理がなければ効果は現れない。

経済のグローバリゼーションは抵抗しがたい歴史の潮流

であり、現代における科学技術の進歩の産物である。情報
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産業の勃興はグローバリゼーションの進展を加速させた。

北東アジア諸国間及び世界各地との交通運輸と通信システ

ムの開設は、北東アジア諸国がそれぞれの優位性を生かし、

世界市場に参入するためのキーファクターの１つである22。

道路と鉄道の運輸問題について、ERINAはとても良い研

究をされた。北東アジア経済フォーラムが引き続きこの事

業を推進し、北東アジアFTAを設立するために良好な条

件を創造されるよう願っている。

各国政府間、人民間の相互理解、相互信頼を強め、友好

協力を発展させるという堅い信念を持つことが、21世紀の

北東アジアの経済発展と文明の進歩において、先決条件と

なる。各国の政府部門に措置を取るよう呼びかけ、人民間

の交流を拡大し、相互信頼を増進し、文化、科学交流を強

化し、相互に観光を開放し、関係法制度を改善し、辺境貿

易を開拓するなどといったことが必要である23,24。

中国古代の学者である孔子と墨子（墨 、BC468－

BC376）は東方文明の道徳倫理を体系的に記述した。孔子

の「己の欲せざる所、人に施すこと勿かれ」は全世界の黄

金律（Golden Rule）となり、墨子は国家間において「兼

ねれば相愛しむを仁となし、交われば相利すを義となす」、

「己より、先に人を愛す」という道徳基準を提唱した25。イ

ギリス科学者ヨセフ・ニーダム（Joseph Needham,

1900－1995）は「墨子は、はや紀元前４世紀に兼ねれば相

愛しむという学説を広めた。人々は皆、彼に崇高なる敬意

を表す」と述べた。イギリス歴史学者トインビー

（Arnold Joseph Toynbee, 1889－1975）は「墨子が己の利

益を捨て、人を愛す兼愛学説を樹立したことは反侵略戦争

への理論的先導となった」と考えていた。20世紀初頭、孫

中山をはじめとする中国の革命家たちは墨子を「世界一の

平等博愛主義の大師」と呼び、ワシントンとルソーなどと

並ぶ世界の偉人とした。孔子と墨子の平等、博愛思想は

2000年あまりにわたって中国人と東洋人に深い影響を与

え、今日世界各国の多くの人々がそれを受入れている。私

は、北東アジア諸国の政府はこの理念をもって隣国関係に

対処し、親しい隣人、相互に理解し合う友人、相互に信頼

し合うパートナーになることを念願している。それは21世

紀の人々にとって最大の幸福となるであろう。

北東アジア経済フォーラムとERINAが創立されて10年

あまり、国連の機関（UNDP）と関係国際団体の協力のも

と、上述の各分野で多くの基礎となる仕事を進めてきた。

これらは21世における北東アジアの発展のため、今正に道

を切り開く途上にある。ERINAとフォーラムは民を以っ

て官を促す、官民連携の新しい経験を生み出し、その成果

は顕著である。ここに、北東アジア経済フォーラムと

ERINAの同僚、北東アジア経済フォーラムの発起人趙利

済博士とハワイの事務局の方々に対し、心よりの感謝と敬

意を表し、またUNDP、UNESCAP等の友人に対し、最高

の敬意を示したい。

「ERINAで翻訳編集」

22 ERINA BOOKLET: Vision for the Northeast Transportation Corridors. Vol.1, 2002
23 木村一三「中日関係の新段階」『財界』、2002年10月22日、108－112頁
24 許通美『アジアの縦横』世界科技出版社、2001年
25 孫詒譲校訂注釈（1893）「墨子閑詁」『諸子集成巻４』上海書店出版社、1986年


