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セッションB

交通・物流
交通・物流は、25回のNICEの中でもほぼ毎回取り上げられてきた伝統的なテーマの一つだ。これまでの会議の中では比
較的短期間の動きに注目をしてきたが、今回は25回目という記念の会議なので、ユーラシア大陸全体を視野に入れながら、
大きな戦略的な動きを捉える議論をした。

韓国における北東アジア物流政策と
ユーラシア・イニシアチブ構想
韓国交通研究院
（KOTI）
ユーラシアインフラ研究所長

アン・ビョンミン

まず、韓国の北東アジア物流政策について説明したい。

るための競争力の強化が重要なアジェンダとなっている。

韓国の国際物流政策は、国家計画の下に樹立される。上位

かつて、物流団地というものがあったが、現在進められて

計画としては、国土総合計画と国家基幹交通網計画の二つ

いるのは、物流と産業とをつないだ複合産業団地を発展さ

がある。下位計画は、輸送手段別に鉄道・道路・港湾・空

せるという方向性だ。また、空と海と陸を一体化した統合

港の総合計画、および国家物流基本計画から構成される。

輸送システムを構築し、さらに消費者と産業団地とを結ぶ

国家物流基本計画は、各輸送手段を総合した長期計画であ

などして、複合的に立体的にしていく戦略をとっている。

り、見方によっては上位計画と位置付けることもできる。

具体的に、2015年８月、韓国北朝鮮間の鉄道路線のキョン

国土総合計画は憲法および国土基本法に則って策定され

ウォン（京元）線、11.7kmの復旧事業を開始した。現在は

る韓国の最上位の計画である。現行計画は第四次計画で、

韓国側の復旧工事だけが進んでおり、2017年に完成予定だ。

2000年から2020年までの計画期間となっている。６つの推

また、朝鮮半島の交通網の弱点とされていた東西軸の拡充

進戦略の中には、
「北東アジア時代の国土経営と朝鮮半島統

事業もある。これは、ソウル首都圏と東海岸地域との間の

一基盤づくり」というものがある。この計画は途中で修正

交通手段として、既存の道路に加えて、さらに鉄道も整備

され、海洋国土基盤の構築、超国境的な国土基盤の構築、

しようとするものだ。具体的に、ピョンテク（平沢）港やイ

ユーラシア・太平洋時代をリードするグローバル国土の構

ンチョン
（仁川）
港、ソウルなどから、カンヌン（江陵）やソ

築などが盛り込まれた。具体的に、韓中日を結ぶ複合輸送

クチョ
（束草）
への鉄道整備を進めている。こうしたネット

システムの構築や、アジア・ハイウェイやアジア横断鉄道

ワークが構築されると、中国沿海の環黄海経済とロシアと

への連結を韓国の国家戦略として位置付けている。

が容易に繋がるようになる。

国土形成の基本フレームとして、４つの経済圏が韓国を取

以上のように、韓国は上位計画を基本にして国政のア

り囲む形の中で、例えば西海岸新産業ベルト、東海岸エネル

ジェンダを作ってきた。前政権の廬武鉉政権は
「平和と繁

ギー観光ベルトなど、縦軸、横軸の国土構造を描いている。

栄の北東アジア時代」を国政の目標として掲げた。朴槿恵

国家基幹交通網計画も20年間の計画だ。この計画では、

政権は「北東アジアの平和協力構想の推進とユーラシア協

長期的投資基本政策を定めている。この中で北東アジア関

力の拡大」
を主な課題として設定している。

連では、地域の単一の交通・物流市場の実現、グローバル

次に、朴槿恵政権の北東アジア物流政策の基本である

交通・物流ネットワークの拡充を掲げている。この中には、

「シルクロード・エクスプレス
（SRX）
構想」
と
「ユーラシア・

北極海航路の開拓やグローバル航空ネットワーク、海運

イニシアチブ構想」
を取り上げたい。SRXは、朝鮮半島の鉄

ネットワークの構築、朝鮮半島を通る鉄道網の構築などが

道を一つの軸として、ユーラシア大陸の鉄道と繋げて、安く

含まれている。

て安全で迅速な国際複合輸送ネットワークを作ることを目指

次に、国家物流基本計画においても、上位計画を受けて、

している。現状では、北朝鮮との鉄道はつながっておらず、

陸海空統合物流体系の構築が非常に重要なポイントであ

北東アジアにはモンゴル・ロシア・中国という３つの大陸国

る。物流効率化を目指すことや、物流マーケットに進出す

家と、韓国と日本という２つの島国があることになる。こう
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シルクロード・エクスプレス（SRX）構想

した状況でいかに効率よく周辺国と国際複合輸送ネット

されている。

ワークを構築するのかが大きな課題になっている。朝鮮半

このプロジェクトは、ユーラシア・イニシアチブ構想の

島を縦断する鉄道整備のほか、韓国と中国をつなぐ鉄道連

代表的事例と言える。2013年に、羅津～ハサン間鉄道の開

絡船などの構想が、様々な角度から検討されている
（図１）
。

通式が行われた。2014年、このルートでロシア産石炭４万

ユーラシア・イニシアチブ構想は、ユーラシアの新しい

5000トンを韓国に輸送した。2015年には、第２回試験輸送

経済成長モメンタムという戦略だ。これは、
「北東アジア平

で14万トン、第３回試験輸送で12万トン、計26万トンが輸

和協力構想」および「韓半島信頼プロセス」という対外戦略

送された。2015年12月の第３回試験輸送では、石炭以外に

と一体として考える必要がある。ユーラシア・イニシアチ

中国のコンテナ貨物も一緒に輸送した。コンテナの内容は、

ブ構想は、韓・中、韓・ロの首脳会談で、一帯一路政策や

白頭山
（長白山）
のミネラルウォーターである。通常、大連

東方シフト政策と連携して進めることが合意された。つま

まで1000km陸上輸送し、船に積んで仁川港、平沢港、釜

り、これは韓国単独の計画ではなく、中国・ロシアと共同

山港へ輸送しているものだ。産地から平沢港までは計

で進める計画である。

1600km、釜山までは2000kmであったものが、羅津港経由

世界銀行が発表している物流パフォーマンス指標
（LPI）

では陸上輸送が250km、釜山の海上輸送が950kmとなり、

で、日本は10位、韓国は28位、中国は36位だが、ロシア、

800～900km短縮できた。時間的にも距離的にも経済性が

モンゴル、中央アジア各国は低い。これらの地域での物流

あることが確認できた。ただし、この輸送ルートで大量輸

の力を高めることが重要である。ユーラシア大陸では、東

送が可能なのかといった検討課題もある。

アジア地域とヨーロッパ地域にメガシティが密集している

ロシア側の問題として、シベリア横断鉄道のバラノフス

が、その中間を発展させていくことがポイントだ。数年前、

キー駅から分岐してハサンに向かう路線が単線であり、１

ロシアの研究機関との共同研究の成果として、欧亜間の高

日10便程度しか運べない。さらに、沿線のザルビノ港やポ

速鉄道網による物流の高速化、極東地域のウラジオストク

シェット港の開発が進むと、鉄道が複線になったとしても

とハバロフスク間の高速鉄道建設による巨大経済圏化、さ

限界がでてくるだろう。つまり、国際輸送回廊の場合、関

らにメガ港湾とメガシティの整備というコンセプトを発表

連国家間の十分な協議や検討がないとシナジー効果が上が

した。交通網を拡充して、経済成長、地域発展に貢献する

らないという点を指摘しておきたい。

ことを目指した研究だった。

昨日、中国で一つの覚書が締結された。韓国最大企業の

最近、韓国、北朝鮮、ロシアの物流の連携が実現した。

サムスン電子では、従来、韓国首都圏の工場から製品をト

ロシアのクズバス炭田の石炭をシベリア鉄道でハサンまで

ラックあるいは鉄道により釜山まで輸送し、釜山から海上

輸送、さらに羅津経由で韓国に搬入するというプロジェク

輸送でウラジオストク、そこからシベリア鉄道を使って輸

トだ。その際、ハサン～羅津間の鉄道整備、および港湾整

送していた。これに対し、首都圏の仁川港から大連まで海

備が必要となる。このプロジェクトへの韓国の参加が協議

上輸送し、そこから瀋陽、ハルビン経由の鉄道輸送を使っ
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ユーラシア・イニシアチブ構想の基本交通網

てみたところ、モスクワまで20日間で輸送でき、従来と比

対して、瀋陽～ソウルは695kmで、大連～長春よりも短い。

べて15日も短縮できた。そこで、韓国・ロシア・中国が共

中長期的な鉄道網・道路網を考えると、一つの巨大な経済

同でこの輸送ルートを活性化させてことになり、サムスン

圏が形成されうる。また、韓国と中国を鉄道連絡船でつな

電子にとって非常に重要なルートとなりそうだ。

ぐという構想もある。先日、韓国輸出入銀行とロシア極東

我々の研究所では、ユーラシア・イニシアチブ構想につい

海運研究所が共同セミナーを開催した際、現在進行中のも

て検討したが、基本となる輸送路は３ルート、もしくは４

の、検討中のものも含め、両国間でのインフラ協力プロ

ルートあるものと考えている
（図２）
。これは、ERINAと共

ジェクトが数多く提示された。韓国と瀋陽の距離は700km

同で検討してきたルートとほぼ一致している。ユーラシア交

足らずであり、国際道路運送協定
（TIR）をこの地域に適用

通網は、単に貨物輸送機能だけでは不十分であり、地域の経

すれば、長春・ハルビン・ウラジオストクをつなぐ巨大な

済発展にも貢献できない。電力、ガス、石油、通信などのネッ

輸送網が形成される。また、モンゴル、ロシア、中央アジ

トワーク産業とリンクさせる必要がある。また、パッケージ

アの内陸部で、空港、鉄道、道路、産業、物流を一体化し

化戦略も必要だ。基調講演で言及があった北朝鮮経由のガス

た複合団地を整備することも検討可能だ。

パイプライン建設を実現するには、山が海に迫っている地域

韓国はOSJD
（鉄道国際協力機構）に加入しようとして叶

を通るので、鉄道整備と一体のパッケージとする必要がある。

わなかったが、定款の改正により満場一致でなくてもよく

これにより、インフラ事業の経済性が確保できる。

なったので、加入準備が進行中だ。実現すれば、加盟国の

さらに、朝鮮半島と中国との距離が非常に近いことに注

エリア内での輸送は１枚の書類で済むようになる。

目する必要がある。大連～ハルビンの距離が920kmなのに

以上の通り、韓国政府は様々な努力を続けている。

一帯一路戦略と国際生産ネットワークに基づく
北東アジア国際物流システムの建設に関する研究
中国国家発展改革委員会総合運輸研究所研究員

王彦慶

北東アジアのメンバーは多くはないが、情勢は複雑だ。

まで、協力を強化しようとの共通認識がある。特にこの会

ただ、そのポテンシャルは非常に大きいと考える。北東ア

議では、25年前から続くプロセスの中で、中国、韓国、日

ジアの地域協力については、政府、産業界、学術界に至る

本、モンゴル、ロシアの様々な機関によって多くの努力が

27

ERINA REPORT

No.129 2016 APRIL

なされてきた。私は、2011年に参加した際、非常に着実に

単に述べたい。これまで長年、物流ルートの研究を続けて

強力に進められてきたことを実感した。本日は、経済、産

きたが、最後まで研究を進めてくると、国際生産力が足り

業を中心とした協力について、学術の角度から論じてみた

ないという問題に直面する。いかに国際生産ネットワーク

い。北東アジアの物流体系のうち、陸路における体系の構

を構築するかが非常に重要になってくる。国際物流ネット

築を重点として報告する。中国政府の観点で論じると共に、

ワークの建設が国際生産ネットワークの構築を促進すると

他の国がこの問題についてどのように考えているかについ

同時に、国際生産ネットワークが国際物流ルートの発展に

ても触れたい。国を跨ぐ物流体系の構築にあたっては、そ

大きく絡んでくることが分かってきた。北東アジア地域の

れがどのような国であれ、国際協力が必要である。

産業のレイアウト、生産ネットワーク体系の構築を検討す

第１の論点として、北東アジア国際物流の発展のための

ることが必要だ。その際、重要なのは、北東アジアの国際

現実的な基盤と戦略要求について述べたい。中国の一帯一

生産ネットワークや国際分業が深まるプロセスにおいて、

路の戦略については、本日の会議でも多くの話題があった。

北東アジアの多くの国が要素賦存の差異をベースに外国直

国際的な角度から中国の一帯一路戦略を見ると、この戦略

接投資
（FDI）や貿易を絆として構築する製品内の分業関係

には経済発展の重要な基盤とそれを高める可能性が十分備

だ。その一つは、２カ国以上の国が一つの最終製品の生産

わっている。ユーラシア大陸の大きな市場のポテンシャル

に参加することであり、２つ目に中間生産財の工程が各国

を発掘することができる。ユーラシア大陸には、海を隔て

にまたがることで中間財の貿易が行われること、そして３

た日本も含めて、大きな市場があるということを前提とし

つ目に外国企業の直接投資或いは国際アウトソーシングが

て考えたい。一帯一路の全体戦略には５つの原則があり、

実現することだ。これが北東アジアの国際生産ネットワー

具体的には、各国間の政策コミュニケーション、交通イン

クの構築の要点になる。

フラとしての道路の相互接続、貿易の円滑化、通貨の流通、

続いて、国際物流発展に内在する戦略的要求について論

そして最も重要なのが人々の心が相通じることだ。経済を

じることが必要だろう。まず、単一国家の戦略的要求に関

中心に考えても、各国の経済には複雑な要素がある。まず、

しては、自分たちの物流通路のチャネルをどうするか、物

経済発展そのものの要求がある。さらに、人々の願いを考

流クラスターをどうすべきか、といった問題は単一国家が

えると、政治的には複雑だが、ユーラシア大陸で一つの共

解決しなければならない問題だと言える。次に、国際協力

通の発展の道を歩むことができないかを考えることが、

の戦略的要求は、国を跨ぐ通路を相互接続するということ

我々の戦略の重要な要になる。そして一帯一路戦略を未来

だ。各国がそれぞれに持つ物流通路を相互に接続すること

の国際発展の戦略の軌道の中に組み込む事が必要になる。

が国際協力を行う時の重点になる。同時に、国を跨ぐ生産

ユーラシア大陸全体の未来の発展の可能性は、一帯一路戦

ネットワークの構築をしなければならない。北東アジアに

略が実現できるかどうかに係ってくると思う。

おいて、重要なのは、国際生産ネットワークが構築できる

一帯一路は全方位的、開放的な構図を持ち、経済・貿易

かどうかである。

の協力、相互接続、そして資本投入の面で新たな発展の

第２の論点は、新たな情勢下で北東アジアの国際物流体

チャンスをもたらしている。一帯一路には、主要な協力回

系の建設を考えることだ。北東アジア各国には、それぞれ

廊がいくつかある。北東アジア地域では、２つのルートが

の戦略的な構想があり、それぞれ特徴がある。こうした中、

重要だと思う。一つは中国とモンゴルとロシアを結ぶ経済

中国が提示した「一帯一路」、そしてロシアが進める
「ユー

回廊だ。ここは、北東アジア地域が一帯一路戦略やユーラ

ラシア国際連合」がまずは切り口となる。そして、陸上の

シア経済連合の戦略と結びつくための重要な地域にあた

物流通路を突破口とし、国際物流産業が先導役を果たすこ

る。この２年間、シルクロード経済帯戦略を進める中で中

と、国を跨ぐ物流チャネルの相互接続によって国を跨ぐ生

国・ロシア・モンゴルの経済交流は最も発展のポテンシャ

産ネットワークを構築し、国際物流産業を育成することに

ルがある地域となっている。最も率先して効果のある価値

よって国を跨ぐ産業クラスターを作るということだ。その

を実現できる回廊だ。もう一つ、北東アジアに関係がある

際、産業は物流産業でも加工業でもよいが、必ず国を跨ぐ

のは、新ユーラシアランドブリッジだ。これは連雲港から

産業クラスターでなければならない。このように協力をす

ユーラシアを横断する鉄道を通じるルートである。北東ア

ることによって、ウィン・ウィン関係が実現できることに

ジアの現状に鑑みて、２つのルートと一帯一路は既に結び

なる。我々が考える北東アジアの陸上部分の国際物流ルー

ついている。

ト、国際物流クラスターは地図
（図１）
に示した。物流クラ

次に、これに関連して国際生産ネットワークについて簡

スターのベースとなるのは、国境検問所、自由なハブ港お
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北東アジアの国際物流ルートと国際物流クラスター

よび中心都市の３つだ。

ルートは、鴨緑江の越境総合物流通路だ。これは、鉄道・

第３の論点は、一帯一路戦略をベースとする国際物流通

道路の両方を含み、鴨緑江の下流地域、中国側では丹東市

路をどのように建設していくかという問題だ。ユーラシア

を中核とした輸送ルートで、中国大陸と朝鮮半島の総合物

ランドブリッジは現在３つある（図２）。北東アジア地域に

流のメインの通路となる。これによって、開放の状況が改

おいてまず重要なのは、シベリア鉄道を経由する最初の

善され、産業の育成が強化され、国際協力の予見性が高ま

ユーラシアランドブリッジだ。この第１ランドブリッジは、

ることが期待される。したがって必要性は高いが、現在は

シベリア鉄道の輸送能力も高く、インフラ建設も進んでい

まだ北朝鮮との協力は予測が難しい面もある。そのために

るので、既にベースができている。運営能力を更に高め、

は政治環境の改善が必要だ。国際的な産業協力や、交通・

集積・輸送機能を更に整備することが、この第１ランドブ

物流協力について、予見性が高まる必要がある。中国も韓

リッジの課題だ。第１ランドブリッジには、中国を通る二

国も北朝鮮も検討を続けてきた、この通路での越境物流の

つのバイパスがある。一つが綏芬河から満洲里まで通る総

促進について、今後も３カ国が考えていくべきだ。

合物流通路だ。この第１バイパスの整備の重点は、この総

第４の論点として、国際生産ネットワークをベースとす

合物流通路を一層スムーズにすること、さらに沿線都市の

る越境物流クラスター育成の問題を論じてみたい。物流を

産業のクラスター能力を高めて国を跨ぐ産業クラスターを

発展させる目的というのは、物流産業のクラスターを発展

構築することだ。第２バイパスは、ウランバートルから天

させ、それによってその地域の産業のグレードアップを促

津港につながる鉄道の物流通路であり、ロシアともつな

進し、そして国際生産ネットワークの構築を促進すること

がっている。ここでは、ウランバートルと天津港を結ぶ物

だ。通路の建設は目的ではなく、最終目標は貿易の円滑化、

流能力を高めると同時に、内陸地域の対外交流を促進する

そして国際産業協力を促進することだ。越境物流体系の構

ことが重点となる。第１ランドブリッジに関連して、さら

築については、３つの面から考える必要がある。一つは、

に２つの物流ルートがある。一つは、図們江地域の越境総

国境貿易に裏付けられた、国境型の越境物流産業クラス

合物流通路であり、本日もザルビノ港の問題など多くの議

ターの育成だ。満洲里などをはじめとした、中国、ロシア、

論があった。図們江地域の開発に関しては国連の専門組織

モンゴルの国境地域において検討されるものだ。２つ目は、

があり、既に着実に多くの仕事をしてきた。この地域は複

ハブ港の国際物流産業クラスターである。これは海外に開

雑で、解決できない問題も多くある。この地域での課題は、

放している開港をベースに、国際物流の中継、あるいは港

図們江地域の港湾建設と通関能力拡大のほか、中国・ロシ

湾の一部で加工も行うようなハブ型の国際物流産業クラス

ア・北朝鮮・モンゴルを含む総合物流通路を整備すること、

ターだ。新潟でも経験してきたように港を中心に物流産業

さらにそれを通じて日本や韓国との協力も強化すること

クラスターを構築することを指しており、釜山、大阪、ウ

や、地域の開発開放を強化することなどだ。そして、多国

ラジオストク、大連や天津、連雲港など各国にそうした港

間協力のモデルとなることが期待されている。もう一つの

がある。３つ目は、中心都市の国際物流産業クラスターの
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ユーラシアランドブリッジ

建設である。その考え方は、国境地域や港湾地域などの越

企業の協力をサポートして多国籍の物流企業を構築するこ

境物流産業クラスターに対して奉仕する、総合サービス型

と、また、国際資本の北東アジアの国際物流産業への参入

の国際物流産業クラスターを中心都市において育成すると

を奨励することだ。北東アジア各国以外の国際資本が投資

いうことである。これは、最終的には国際生産ネットワー

するか否かが、真の意味で国を跨ぐ国際的な物流、ユーラ

クの構築につなげていくことになる。国際生産ネットワー

シア大陸を跨ぐ全面的な協力ができるかどうかにかかって

クの配置を見れば、真の意味で深くそして科学的な力のあ

くる。第３に、共に越境物流クラスターを形成するここと

る協力はすべて中心都市にある。したがって、中心都市を

だ。これは、国際生産ネットワークの要求に基づいて国境、

ベースに国際生産ネットワークを構築することで国を跨ぐ

ハブ港、そして中心都市において共同で越境物流クラス

ウィン・ウィン協力が実現できる。

ターを形成することによって、北東アジアの生産要素の越

最後に、北東アジア国際物流体系に関する国を跨ぐ共同

境流通能力を高めることを意味する。生産要素が自由に流

行動について、３点提案したい。第１に、共に国際物流

通できるようにすることで、生産要素の集積力を高める必

ルートを形成することだ。北東アジア各国の位置を踏まえ、

要がある。

相互接続という基本要求に基づいてルートを整備し、越境

このように、北東アジアの国際物流体系の構築のためには

物流ルートを構築する。国を跨ぐため、各国の協力が必要

各国が共同で行動する必要がある。各国の関係者と協力して、

となる。第２に、共に物流運営の主体を育成することだ。

より合理的でより適切な北東アジアの物流体系の構築を図

国際生産ネットワークの主な主体は多国籍企業である。こ

り、ウィン・ウィンの関係を通じて、真の意味で北東アジア

こで大切なのは、投資環境を改善し、北東アジア各国の大

地域経済の全面的な発展につながることを期待している。

モンゴル～中国～ロシア経済回廊インフラ整備協力
モンゴル戦略研究所中国・東アジア研究センター研究員

B．オトゴンスレン

2014年９月11日に、初めてモンゴル・ロシア・中国の首

が提案している「草原の道」といった構想や動きがある。

脳会談が行われた際、モンゴル・中国・ロシアの経済回廊

2015年７月にも、エルベルクドルジ大統領と習近平国家主

インフラ協力について合意された。現在、
「ユーラシア経済

席、プーチン大統領が会合を持った。この会合の際、経済

連合」、中国が提案している「一帯一路」
、そしてモンゴル

回廊の整備に関するガイドラインや、３カ国間での貿易円
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の協力を拡大していかなくてはならないが、そのためには

モンゴルを通過する南北回廊の提案

インフラが必要となる。
経済回廊についての合意はなされたが、モンゴル、ロシ
ア、中国が解決すべき問題もある。鉄道軌道幅が異なるた
め、モンゴルと中国との間、ロシアとヨーロッパとの間で
積替えが必要となっている。モンゴル政府は石炭輸出を強
化して、外貨収入を得ようとしており、中国向け鉄道を標
準軌で整備することを決定した。
３カ国が経済回廊について合意したことで、モンゴルを
通過する３つの南北回廊が提案されている
（図１）
。また、
これとは別に、上海の研究者は３つのルートが考えられる
滑化に関する枠組み協定などが署名された。

と言っている。ロシアのチタから中国の満洲里、綏芬河に

そもそも経済回廊というのは、通常は次のようなステッ

つながるルート、チタからウランバートル、チョイバルサ

プで開発される。まず、道路、鉄道の開発を行う。さらに、

ン、フート、ビチクト、長春、ザルビノをつなぐルート、

地域の発展を図るために、地域開発及び都市化、重工業振

チタからウランバートル、大連あるいは天津につながる

興、中小企業振興などの計画が策定、推進される。そして、

ルートの３つである。各国とも、自国の輸送を最大にした

政府の政策が地域開発計画と調和した時に初めて、本当の

いと考えており、また輸送コストを引き下げたいと考えて

意味での経済回廊というものが実現される。

いる。鉄道輸送に関するモンゴルの関心は、ニッチ市場に

経済回廊に関して、３カ国はそれぞれの目的を持ってお

対して、安い価格で、そして一番短い距離で物資を搬送す

り、それらの調和が図られる必要がある。まず、モンゴル

ることだ。

は、モンゴル国家開発戦略に基づく「ミレニアム開発目標

アジア・ヨーロッパのインフラ分野の協力を目的とした

（MDG）
」を持っている。そこでは、エネルギー輸出が重視

会議が2015年５月に重慶で開催された。そこには、中国、

されている。そして、２つの隣国と鉄道を繋ぐことによっ

モンゴル、ロシアの当局者も参加した。そこで、中国は一

て、アジアとヨーロッパの架け橋になろうと考えている。

帯一路イニシアティブに関連して8600億ドルを投じること

中国は、
「シルクロード経済帯」および「21世紀海上シルク

を 表 明 し た。 地 域 の イ ン フ ラ 整 備 プ ロ ジ ェ ク ト に は、

ロード」というプロジェクトを進めており、その中でモン

AIIBのほか、ADB、BRICS銀行、さらにはPPPの資金も

ゴル、ロシアとの国境を越える鉄道や道路の整備を進めよ

投入される。特に、AIIBはインフラを中心とした資金供

うとしている。ロシアでは、2030年までの鉄道発展戦略が

給スキームであり、一帯一路イニシアティブを中心に、さ

策定されており、極東・バイカル地域の社会経済発展を目

らに民間企業も含めたPPPの形で推進されることを期待し

指して資源輸送能力を高めようとしている。中国、モンゴ

ている。インフラ投資の手法の中にはコンセッション契約

ル、日本などを視野に入れて、シベリア鉄道やバム鉄道の

というものもある。モンゴル政府は資金が不足しており、

改修を進めている。また、2009年には、ロシア極東・東シ

鉄道整備などファイナンスを必要とするプロジェクトがい

ベリアと中国東北地域との間の協力プログラムが発表され

くつかある。

た。このプログラムには、中ロのインフラ関連、国境通過

結論として、次のことをやらなければならないと強調し

点、税関、観光などが含まれている。

たい。まず、経済回廊を形成するためには、インフラ分野、

北東アジアの経済協力は、最近20年、低迷しており、同

特に鉄道分野を発展させていかなければならない。鉄道分

時に、不均衡が見られる。日中韓の３者では協力関係は進

野の発展には、ロシア、中国、モンゴルの間の協力が必要

んだが、それに対してモンゴル、ロシア、北朝鮮の協力関

になる。これは喫緊の課題であり、コスト効率のいい方法

係は非常に弱い。バランスをとるためには、後者の３カ国

での協力を推進していかなければならない。

31

ERINA REPORT

No.129 2016 APRIL

ロシア極東の交通インフラ整備と
沿海地方における新たな構想やプロジェクト
極東海運研究所
（ロシア）運輸発展部長

ミハイル・ホロシャ

最初に、ロシア経済について触れておきたい。極東連邦

する予定になっている。

管区と沿海地方の地域総生産はほぼ同じ速度で上がってき

図１は、沿海地方における、国境通過点
（BCP）、自動車

ている。また、極東連邦管区の一人当たりGDPはロシア

道、鉄道、高速鉄道、港湾、物流、ロジスティックスセン

平均より高い。極東連邦管区、沿海地方では2009年の危機

ター、産業クラスターの創設などのインフラ整備について

の影響は見られず、大変によいトレンドを示している。外

の進行中のプロジェクトや構想を示している。近代的な国

国投資も安定して増えてきており、沿海地方はサハリン州

境通過点の存在は、国際輸送網を効果的に機能させる上で

に次いで極東で２番目に外国投資の多い地方である。極東

大変重要な問題だと考える。

の各港の物流量は、近年８年間のインフラ整備の進捗を如

第３の話題として、新規プロジェクトの基本概念を示し

実に示しており、ロシア全体を上回る速度で増加している。

たい。まず、いくつかの鉄道の案件について触れてみたい。

極東港湾は効率的に発展していると言えよう。コンテナに

ロシア鉄道は、ロシア東部における段階的な鉄道インフラ

注目すると、2014年は沿海地方港湾経由のコンテナ輸送が

整備プログラムを進めている。2013～17年に総額5600億

対前年比11％増加したが、中には40％を超える港もあった。

ルーブルを投資する予定であり、そのうちの70％がバム鉄

2013年の増加率は18.5%で、コンテナ輸送が成長の柱と

道に、30％がシベリア横断鉄道に向けられる。これによっ

なったとも言っても過言ではない。貨物量で見れば、ドラ

て輸送能力は各々50%、23%向上する見込みである。国際

イバルク、液体バルク貨物が主流となっている。こうした

輸送回廊（ITC）にかかわる構想としては、ITC
「プリモー

成長は大きな意味があることだが、極東地域、また沿海地

リエ－２」に関して国境通過点であるスハノフカからザル

方の経済成長と今後の多角化のためにはまだまだ不十分で

ビノまでを結ぶもの、またITC
「プリモーリエ－１」に関し

ある。

て国家通過点であるグロデコボからウラジオストクやスホ

次の論点に移りたい。本日の報告は、極東全体を対象と

ドール、ナホトカ、ボストーチヌイまでを結ぶものがある。

はしているが、その中でも沿海地方の南部に注目したい。

それらを環状ルートとして結ぼうというのが、本日提示す

この地域は、北東アジアとの接点になる地域であり、隣接

る新たなオプションである。当然、細部の検討は必要にな

する国々の構想が出会う場所だ。そこでのコンテナ輸送能

るが、まずはアイディアとして示しておきたい。同様のこ

力を伸ばすことが大変重要である。以下では、沿海地方お

とが自動車道路についても言える。ITC「プリモーリエ－

よび極東ロシアにおける既存のプロジェクトや構想を紹介

２」に関してクラスキノ国境からザルビノまで、またITC

したい。まず挙げたいのは、
「ウラジオストク自由港」プロ

「プリモーリエ－１」
に関してはポグラニチヌィ国境からウ

ジェクトだ。連邦法第212号の採択により法整備が完了し、

ラジオストク、スホドール、ナホトカ、ボストーチヌイま

これに基づき監督評議会が設置されて作業を開始している。

でを結び、さらにそれを環状につないでクラスキノとポグ

ウラジオストク自由港には、ウラジオストク市を始めとす

ラニチヌィの二つの国境地点を結ぶというものだ。さらに

る13の地方行政区が含まれている。経済面での特別措置と

はアムール湾にアムール湾橋を掛けるというITC「プリ

して、利用者に対するワンストップサービス、簡素化され

モーリエ－３」というアイディアもある。いずれも今後の

たビザ手続、また保税区域を用意するといったものがある。

検討が必要ではあるが、基本的には別々に存在する回廊を

これとは別に、
「先行発展区
（ロシア語略称でTOR）
」という

繋いで一つの回廊にするという構想である。現在では、こ

ものがある。沿海地方では、連邦政府に対して５カ所を提

れらの作業は個別に進められている。ITC「プリモーリエ

案し、このうち２カ所が既に承認されている。極東全体で

－１」ルート上のウラジオストク～ナホトカ～ボストーチ

は既に９つの先行発展区があるが、メドベジェフ首相の指

ヌイ区間では有料道路化の計画もある。また、スンマ・グ

示により、2016年２月までにボリショイカメニ市というウ

ループという企業グループが国境通過点クラスキノとザル

ラジオストクからそう遠くない街の造船工場を追加で申請

ビノと間の高速道路の建設を提案している。高速鉄道構想
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沿海地方のインフラ整備構想

PRIMORYE: MAIN IDEAS & PROJECTS MAP
Pogranichny

Ideas

Project + ongoing

RDA
«Mikhaylovsky»

completed

Poltavka

Logistic complex Primorsky (Russian Railway)

RDA «Nadezhdinsky»

Ussuriysk

Logistic complex «Dry Port» (Aqua Resources Group)

Transport & logistic
complex (Inkom-DV)

Logistic (warehouse) complex (Pantos Logistics)
Logistic complex (Group of companies Union)

Vladivostok - the Business,
Scientific, Finance, Transport,
Logistic and Tourist Center

Airport

RDA Idea
«Russian Island»

Port and Industrial
Complex «Sukhodol»

Artyom

Specialized petrochemical
complex, VNKhK (JSC NC Rosneft)

Gambling Zone

New BCP

Coal Port «Vera» Rostech State Corp.
Solid bulk terminal (coal)
(Summa Group)

Development of port terminals in Vladivostok:
VMTP, VMRP, Pervomaysky terminal, Dalzavod etc.
Development of existing port terminals :
Evraz NMTP, Nakhodka Fishery port etc.

Nakhodka

Slavyanka

Mineral fertilizer plant with port
(JSC National Chemical Group)

Vostochny
Kozmino

Intermodal production & logistic complex, Slavyanka (“Transit DV Group” LLC)

Kraskino

Industrial & logistic cluster in Slavyanka (“BERKUT” Managing Company LLC)

Posiet
Khasan

Mixed status

Zarubino

“Greater Port Zarubino” (Summa Group)
“Trinity Bay Sea Port” modernization (“SP International Sea Port Zarubino” LLC)
Posiet Port Modernization (Mechel Group)

Project Khasan-Rajin (RZhD)

に関してもいくつかの提案がなされている。例えば、ロシ

まっていくと思う。新しい輸送網の発達によって、沿海地

ア鉄道では、ウラジオストク～ウスリースク間の高速旅客

方の国際輸送回廊は多くの利用者にとってより魅力的なも

鉄道、アムール湾横断橋建設、バラノフスキー～ハサン間

のになるはずだ。

の複線化などの案を持っている。吉林省は琿春～ウラジオ

従来のモデルでは、ITC
「プリモーリエ－１」は綏芬河輸

ストク間の高速鉄道、黒龍江省はハルビン～ウラジオスト

送回廊の一部をなしており、ITC
「プリモーリエ－２」は図

ク間の高速鉄道という構想を持っており、またロシアと韓

們江輸送回廊の一部をなしている。さらに、2012年にロシ

国の共同提案ではモスクワと釜山を高速鉄道で結ぶことや

ア、中国、韓国、モンゴルの専門家に加えて日本の参画も

港湾整備を含むウラジオストク・メガシティ構想などが含

得て、GTIとして大図們江地域横断輸送回廊の発展コンセ

まれている。

プトを策定し、その推進戦略と行動計画を策定した。重要

ここで考えるべきことがある。構想もプロジェクトもた

なのはルート設定だが、2012年時点では合理的だったルー

くさんある。ユーラシア経済連合があり、一帯一路構想が

トは、現在では見直しを必要としている。例えば、ボス

あり、また韓国が提案する北東アジア平和協力イニシア

トーチヌイ港をITC
「プリモーリエ－１」のハブ港と位置付

ティブ構想やユーラシア・イニシアチブがある。日本やそ

ける事は困難だ。その理由は、ボストーチヌイ港が位置す

の他の国々もそれぞれの考えを持っている。それらをいか

るウランゲル湾で石炭積出ターミナルの建設ラッシュが起

にしてまとめるかが問題となる。ユーラシア各国、つまり

きているからだ。他方、有望な道路整備も必要だが、旧モ

中国、モンゴル、ロシア、韓国、日本その他の国々が提唱

デルにはそれが盛り込まれていなかった。

するさまざまな構想を、上手に調和させて整合性を取り、

そこで、より競争力のある魅力的な新しいモデルを提案

相互補完性という考え方に基づいて建設的に構想を一つに

したい
（図２）
。回廊の建設は北東アジア各国にとって魅力

まとめ上げていくべきだと考える。私は、この考え方を
「構

的である必要がある。近代的で効率的なインフラ整備の将

想の連結」と呼びたい。その際、沿海地方はロジスティッ

来性が確保できるものが望ましく、安全性と環境への配慮

クス、交通の分野で一定の役割を担えるものと自負してい

も不可欠である。私は、GTIの輸送回廊の新たなモデルを

る。本日、GTIについての議論があったが、GTIがより効

沿海地方の南部に作ることを提案したい。これには、最も

果的な協力体制に移行した後には、GTIの役割がさらに高

要請の高いITC
「プリモーリエ－１」とITC
「プリモーリエ
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沿海地方における新しい回廊モデル

NEW MODEL OF CORRIDORS ROUTING IN PRIMORYE
Key channel ITC Primorye-1 + Primorye-2:
~320/368 km (shorter on 119/89 km)
- border crossing points (BCP) on land
- border crossing points (BCP) in seaports
- new ideas
Pogranichny

Segment from
Khasan to the
connection with the
SLB (rail/road)

Vladivostok-Moscow
Highway

Pogranichny (Grodekovo)

SLB within
Primorsky
Territory

Poltavka
Ussuriysk

«Dry Rail Port» Project

ITC “Primorye-1” + “Primorye-2”

«Dry port» Project

Road/rail ~320/368 км

Airport

Gambling Zone

+ “Primorye-3” idea
The new model is
oriented at concurrent
development of the
Eurasian Economic Union
and China’s “Silk Road
Economic Belt Project” as
well as “Northeast Asian
Peace and Cooperation
Initiative” and “Eurasia
Initiative” handled by the g
overnment of the
Republic of Korea.

The junction of many
routes will form a key
land corridor channel
which may have
additional “tributaries”.
Thus, we will create a
multimodal port HUB
which may be included in
VLCS lines rotation in
routes between Europe
and Asia and in
trans-Pacific routes.

Sukhodol Port

Peschany
Vladivostok
Slavyanka
Kraskino
Makhalino
Posiet
Khasan

Passenger HAB
Zarubino

Container port-HAB

Nakhodka

Vostochny

Sea lines: China-China, China-ROK,
China-Japan, and other countries of NEA
and APR, including VLCS lines

Korean East
Corridor

－２」を含んでおり、この２つの回廊をより効率的なルー

つけるうえでも魅力的である。前述のとおり数多くの構想

トにするために、スラビャンカ付近で接続するという発想

がある中で、それらを結びつけることが、北東アジア各国

である。検討すべき点は残っているものの、これによって

を結びつけることになると考える。また、このモデルは、

多くの幹線ルートがつながることになる。陸上輸送、海上

商業都市、歴史的観光都市としてのウラジオストク市の都

輸送、また既存、新規のルート等、さらには北極海航路に

市計画とも完全に整合している。この構想は、ロシアの多

もつながる。複合輸送に対応するコンテナ輸送のハブ港も

くの企業、また組織の賛同を得ている。

含まれている。欧州アジア航路と太平洋横断航路のロー

最後に、第４の話題としてプロジェクト実行の課題と経

テーションにも参加できるというものだ。国際輸送回廊の

験についての個人的な考えを述べたい。輸送分野の投資プ

中心となる陸路が形成され、そこに現在個別に存在してい

ロジェクトのカギは、外国投資家の参入形態だと考える。

るものを支流としてつなぎこむという考え方である。こう

可能性としては、第１に土地または水域を所有する、第２

してトランジット輸送網を形成することが最も効率的な陸

にカーゴヤードまたはロジスティクスチェーンを所有する、

上回廊形成のモデルだと考える。船舶に対する港湾のサー

第３にオペレータへの資本参加や投資という形での協力関

ビスが、ハブとしての魅力を更に高めると思う。このモデ

係を締結する、第４に設計、エンジニアリング、コンサル

ルは多国間の形式を大前提にしている。ロシア、中国、韓

タントなどのサービス等を提供するという形が考えらえ

国、日本、その他の国々と共有できる構想として、これま

る。いずれのケースにおいても、国際金融機関からの有償

での全ての開発プロジェクトを連結させており、また、ウ

資金の借り入れが必要になる。国際輸送回廊を構成する各

ラジオストク自由港構想とも完全に整合している。また、

種プロジェクトの投資規模に着目すると、鉄道や自動車道

トランジット輸送の可能性を高めるためにザルビノ、スホ

は投資規模が大きい。国境通過点に関しては、投資効率と

ドール、スラビャンカ地域に新しい港を建設することに

いったミクロ的な経済性にかかわりなく、不可欠な施設だ

なっており、また既存のウラジオストク、ナホトカ、ボス

と言うことができる。港湾、ロジスティクスセンター、駅

トーチヌイ港の物流を分散させてリスク分散を実現する可

などのプロジェクトはローカルなミクロ経済の枠を超えて

能性がある。我々の分析では、この構想はこれまでの主要

いる。

な輸送プロジェクト等、多くの多様なプロジェクトを結び

さて、自動車道、鉄道の建設プロジェクトは「互恵」を実
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セッションＢ

現するのが難しいという問題がある。国境貿易のために利

置をとる場合に限りなくゼロに近づくことになる。M３は、

用される道路、鉄道の場合、二つの国が同程度利用するこ

国の基本政策の主な目標である。政府が予算資金を投資す

とを前提にすれば、互恵関係は成り立ちやすい。私は、こ

る目的は主にマクロ経済をよくすることにある。以上のこ

れを閉鎖型輸送システムと呼びたい。これに対して、トラ

とは、世界の経験から言えることだ。トランジット輸送は

ンジットを前提とした開放型輸送システムの場合は、複数

M３レベルのバランス確保ができない限り成立せず、これ

の国の経済を支えることになるため、関係各国の利害調整

をいかにして実現するかが大変難しい問題だ。M１に戻る

を図ることが難しくなる。トランジット輸送インフラの経

と、 イ ン フ ラ 整 備 は 長 期 間 の プ ロ ジ ェ ク ト な の で、

済的収益率について、以下のような３段階の経済レベルを

CAPEX以上にOPEXの占める割合が大きく、それだけ重

設定して考えてみたい。

要だと言える。また、M２は国の政策に大きく左右される。

最初の段階はミクロ経済効果で、運転費用
（OPEX）プラ

国がそのインフラを作ることにどれだけの意味を見出すか

ス収益率で構成される。次の段階は予算効率性で、どれだ

によって、どこまでの税制上の優遇措置をとるかが決まる。

け税収をもたらすかで算定される。そして３段階目はマク

それが無ければ、やはりインフラ整備に民間資金が入るこ

ロ経済効果で、これは経済主体の売り上げ増として算定す

とは難しい。M３に関しては、民間資金がどのように動く

る。これらを順に、M１、M２、M３と呼ぶことにする。

かがカギだが、いずれにせよ、国ごとにアンバランスにな

M１に関しては、インフラ整備の場合、投資家が関心を持

りがちであり、その解消が難しい。そのメカニズムなどを

つのは政府が資本的支出（CAPEX）を負担する場合に限ら

今後考えていく必要がある。

れる。また、M２に関しては、それぞれの国が税制優遇措

質疑応答
前田匡史（国際協力銀行）
：

と北朝鮮の間には、こういう実務的な協議ができる関係が

現在、油価が低下しており、貨物輸送量も減少している

既にあるのか。また、今回は北朝鮮産の石炭ではないが、

が、鉄道交通や道路交通輸送は今後少なくなっていくのか。

それにしても北朝鮮を出港した船が直接韓国に入港するこ

もしくは、何かしらの方法で増加すると考えるか。

とは許容されているのか。

河合正弘（東京大学）
：

カン・ブソン
（図們江事務局）
：

この前のセッションで国際金融機関の役割を議論した

セッションの発言者はGTI加盟国の４カ国から来てい

が、このセッションでは様々な越境連結にかかるプロジェ

て、プレゼンテーションの中で経済回廊の全体像に関する

クトが議論された。この関連で、ADBに対してどのよう

説明をしていた。それぞれが政策策定者であったと仮定し

な期待を持っているのか。また、ロシアでは、EBRDなど

て、さまざまな可能性のある経路の中から、喫緊の経路、

多国間の国際金融機関はどの程度の役割を果たしているの

もしくは最優先に取り組むべきプロジェクトがあれば、具

か。

体的に教えてほしい。それぞれの自国の立場で、回廊の全
体像の中でどこが一番重要だと考えるか。

青田浩光（セントラルコンサルタント）
：
加藤政：

ホロシャ氏から、物流の改善のためにはBCPが重要だと
の説明があった。その際に、新しいBCPを作る必要がある

従来から一生懸命やってきたテーマで、何かをやること

との指摘があったが、
「新しい」とはどういう意味で新しい

は大事だとは思うが、話が大きくてよくわからない。日本

のか。機能が拡充されるのか、あるいは電子化が進むのか、

では、先祖から伝わった土地を守らなくてはならないとい

何か新しい付加価値が加わるのかどうかなど、
「新しさ」に

う考え方があるが、国によって土地に対する考え方が違う

ついて説明をお願いしたい。

中で、土地の買収などは進むのか。また今のような複雑な
情勢で、個性を持った国々の集まりの中で、うまく調整し

山田喜之（日本郵船）
：

ながら結果的に皆が幸せな生活が送られるようになるの

アン氏は、羅津経由で石炭を輸入する話をされた。韓国

か。こうしたことも考えつつ、この大きな作業が何年くら
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チブなど、様々な国家戦略があり、これらによる輸送量は
増えるだろう思う。その中で調整がなされるだろう。全体

アン・ビョンミン：

量については、現在の物流構造からみると、調整に入るだ

貨物輸送と運賃についての質問に答えたい。ロシアの石

ろう。地域全体の大きな産業構造が変化しており、また品

炭を輸出する場合、輸出価格の55～60％は運賃であり、運

質の問題に関心が集まり、全体の構造がレベルアップして

賃が占める割合が非常に高い。クズバス炭田の場合は極東

いるので、輸送量の多い大口ユーザーは減るかもしれない。

港湾まで6500km、エリガ炭田の場合は2500～3000kmであ

直面する構造調整の問題は、機能の拡充ということになる。

る。貨物輸送の需要そのものは常にある。ただ、価格が下

これは、本日議論されたインフラ建設の問題になる。高い

がったので、生産コストの問題を別にするとしても、輸送

機能のインフラが必要であると同時に、単純に能力が足り

手段や輸送ルートの競争が激しくなると思う。より価格競

るかという問題もある。これが直面している問題だ。

争力のある輸送手段が選ばれるという方向に進むのではな

私の見るところ、越境輸送には一つの特徴的な現象があ

いか。

る。越境輸送は、距離は短いが、輸送時間が相当長く、輸

北朝鮮関連の質問もあった。北朝鮮とロシアは、ラソン

送コストも高く、輸送の安定性もよくないということで、

コントランスという合弁会社を設立した。北朝鮮は土地と

運用上の問題が大きい。このことを考えると、将来、全体

港湾と鉄道の施設を提供し、ロシアは工事費を負担した。

的な機能向上、あるいは越境物流の組織形態、構造の面で

持ち分は、ロシアが70％、北朝鮮が30％だった。韓国は、

のレベルアップが必要だろう。このレベルアップについて

ロシアの持ち分の49％を引き受けるという形をとった。そ

は、三つの問題がある。一つは、国を跨ぐ市場の需要を開

ういう形で、韓国もこのプロジェクトに参加した。韓国と

拓することで、これは輸送だけの問題ではなく、十分な産

北朝鮮の直接対話の環境についての質問だったが、韓国は

業構造のベースがあるかどうかという問題で、国際生産

ロシアの持ち分に加わるという形で参加をしているという

ネットワークの問題につながる。つまり、市場の開拓、市

ことが一点。ただ、３回のテスト輸送があり、現地調査も

場の育成を議論する必要がある。二つ目の問題は、越境輸

あったが、その際に韓国と北朝鮮の対話という面で問題は

送の運営の問題であり、中国のみならずモンゴル、ロシア

起きていない。次に、北朝鮮を出発した船が韓国の港に寄

など各国の運営ルールの中に問題が存在する。例えば、前

港できるのかという質問があった。ご懸念のとおり、哨戒

述のとおり、一つの国境を超える際の輸送距離は1000km

艇の爆撃事件があって、さまざまな制裁が加えられていて、

くらいで、距離的には短いがコストの問題が非常に大きい。

北朝鮮と韓国の港湾間の航路はストップしている。ただ、

そうであれば、この交通ルートが物流ルートになるとは限

羅津・ハサンプロジェクトの場合は、貨物が北朝鮮のもの

らない。そして三つ目の問題は、法整備だ。一国内での法

ではない。そして北朝鮮とロシアが共同で開発した輸送

整備は簡単だが、国と国を跨ぐと難しい問題が出てくる。

ルートで運ばれる形であり、北朝鮮に大金が流入する訳で

これは国家間で問題を解決しなければならないということ

はないので、これについては特例として韓国への寄港を認

だ。

めている。非常に限定的な措置として、限定された船が制

次に、カン氏の質問にお答えしたい。GTIを含めて、

限付きの航路を通って、制限付きで韓国の港湾に入港する

我々は経済回廊や輸送ルートについて、ここ数年さまざま

形をとっている。

なことをやってきて、成果はあるが、問題も依然として多
い。政治、軍事などの要素以外の問題で大きいのは、国を

王彦慶：

跨ぐ産業構造そのものが育ってないということだ。産業構

まず、前田氏の質問についてだが、ご指摘の通り、エネ

造があり、市場があれば、発展する。つまり、企業が協力

ルギー価格とエネルギー消費量は全体的に下降している。

して利益を上げることができる産業がなければ、物流協力

同時に、ここ１、２年、中国の生産能力の過剰が非常に明

の基盤がないことになる。私は、物流構造を研究する際に、

確になってきている。それが今の価格の問題をもたらして

物流産業に関連する産業の発展も研究している。物流の発

いる。全体的に見れば、経済発展が一定の段階に入ると、

展によって、物流産業群が形成され、国を跨ぐ産業構造、

調整期間に入らざるを得ない。私の見方では、全体の総量

産業連関が構成できれば問題は解決できると考える。ロシ

は現状維持か、または減少するだろう。ただ、国を跨がる

アは極東に特区を開設し、自由港を開港したが、これらは

ルートについては、一帯一路、ユーラシア経済連合、モン

国を跨ぐ産業連関の構成につながる。中国、韓国、日本、

ゴルの草原のシルクロード、韓国のユーラシア・イニシア

そしてロシアの間で、こういった産業連関ができれば物流
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の問題も解決できると思う。

惑や制度が違うということが問題で、それを乗り越えるた
めには多国間で協議をして、意思決定できる場が必要とな

オトゴンスレン：

る。

自国の立場から、さまざまなプロジェクトのうちどれが

ハンカ湖
（興凱湖）
の北の虎林に新しい回廊のアイディア

自国に合うかについて述べてみたい。まず、モンゴルとし

があり、私たちにとって大変魅力的だと思う。また、図們

てはインフラ建設を重点的に実現していきたい。モンゴル

江ルートも大変魅力的だと思う。横断回廊はそれぞれに

は内陸国家であって、港がない。製品などを海外に輸出す

とって、重たい課題であり、具体化しようとした途端、多

る場合は、ロシアや他の国々の港を通して、第三国市場に

くの問題が噴出する。単にアイディアであるだけではだめ

輸出することになる。第２に、それぞれの国の経済発展の

で、それをプロジェクトにしなければならない。しかしプ

レベルも重要な視点だ。中国は、安定的なエネルギー供給

ロジェクトにした途端に多くの問題にぶつかることにな

者を求めている。輸出品構成の面で、ロシアとモンゴルは

る。そこでは、実行する意思が必要であり、物理的な障害

非常に似ており、競争相手でもある。

を乗り越え、また非物理的な制度的障害を乗り越えなけれ

次に、ADBはモンゴルに対する融資、援助を行ってき

ばならない。したがって、どんなに機動的に動いても、５

ている。モンゴルはAIIBにも参加しようとしているが、

年といったタイムスパンではプロジェクトの実現は無理

AIIBはGDPの割合で出資することになっており、モンゴ

で、もっと時間がかかると思う。段階的に進めていくべき

ルとしてはAIIBよりもADBに対する期待の方が大きい。

だと思う。

ミハイル・ホロシャ：

モデレーター
（ERINA新井洋史）
：

経済が困難な時代における物流量の問題について言う

まとめに代えて、主催者としての宿題、考えるべきテー

と、極東の港湾では石油価格の暴落や制裁開始以前は

マとして、２点コメントしたい。一つは、今日パネリスト

10％、15％といった増加をしており、今は５％程度に下

に日本人がいないという点である。今日のテーマの一つが、

がったとはいえ、やはり増加している。

ユーラシア大陸で、大陸の国々がどういった戦略で物流

河合氏は、前のセッションの中で、GTIがなぜ法的に新

ルートを作っていこうと考えているかという事であり、日

しい組織にならなければならないかとい質問をされた。

本では関心が少なく、あまり議論されないテーマである。

GTIは、関係各国が独自にプロジェクトを進める主体にな

ただ、私がここ１年ほど考えているのは、国際物流の中で

ることを目指している。輸送の問題については、２カ国だ

海上輸送と陸上輸送の役割のバランスが少し変わりつつ

けで問題解決することはあまりなくて、３カ国もしくはそ

あって、大陸内の鉄道、道路の果たすべき役割が20世紀よ

れ以上の国が関係してくる。そういう意味で、多国が参加

りも大きくなってきているのではないかいうことだ。大量

するプロジェクトをまとめ上げていく機関が必要であり、

生産の時代からより高付加価値の軽い貨物を運ぶような社

それがまさしくGTIである。GTIは今のところ、各国の次

会・経済になってきているという動きがあるのではないか。

官級が参加するというフォーマットだが、これでは意思決

そういう観点からすると、日本国内でユーラシア物流をも

定をするには不十分だ。各国の財務省や各国政府のトップ

う少し議論すべきだと考えている。

の意思が大変重要であり、これらを突き合わせることに

もう一つの宿題は、来年の会議の論点をどうするかとい

よってはじめて各国をつなぐ輸送回廊プロジェクトが現実

う問題だ。物流は、非常に多くの要素を持っている。長期

味を帯びてくる。カン氏の回答にあったとおり、GTIは今

ビジョンの問題、個別インフラ整備の問題、国境を跨ぐ制

のところ契約締結の主体になることもできず、何らかの調

度の調整の問題、物流産業の育成の問題などがある。２時

印をすることもできず、物事が進まない。GTIが、地政学

間のセッションの中で、これらの問題すべてを議論するこ

的に最も有力なマンデートを持つ組織になることが大事だ

とは難しく、今日は突っ込んだ議論ができなかったが、来

と思う。その主体は、コンパクトであるべきで、それによ

年は何かテーマを絞ってきちんと答えが出るような会議を

り意思決定が速くなされ、機動的に動くことができる。

準備したい。

BCPについても、王氏が指摘したとおり、それぞれ国の思
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このセッションでは、韓国、中国、モンゴルおよびロシ

円滑化協定の調印や国際複合輸送システムの建設等の各方

アから計４名の専門家が、各国の国際戦略を踏まえた物流

面で共同行動を起こすことを提案した。

分野での国際協力の方策等に関する現状報告や提案を行っ

モンゴル戦略研究所中国・東アジア研究センター研究員

た。その後、フロアからの質問を受けての質疑応答を行っ

のB. オトゴンスレン氏は、
「モンゴル～中国～ロシア経済

た。

回廊インフラ整備協力」
と題して報告を行った。モンゴル、

韓国交通研究院（KOTI）ユーラシアインフラセンター長

中国、ロシアの３カ国は、各国のインフラ整備投資力や、

のアン・ビョンミン氏は「韓国における北東アジア物流政

鉄道軌道幅と鉄道輸送力の違い、輸出構造といった面で一

策とユーラシア・イニシアチブ構想」と題して、韓国の政

定の困難が存在するものの、３カ国をつなぐ経済回廊の形

策の方向性を紹介した。国際物流に関する最上位の計画で

成に向けた作業を進めている。この経済回廊が成果をもた

ある「国土総合計画」や「国家物流基本計画」
を基にして、現

らすためには、３カ国すべてが同じ方針の下で協力するこ

在のパク・クネ政権は「北東アジア平和協力構想の推進と

とや、一連の戦略的連携、若干の具体的行動が必要である。

ユーラシア協力の拡大」を推進課題と設定している。同政

例えば、三方の活動を総合的に調整することや、法的環境

権の北東アジア物流政策の基調は
「SRX
（Silk Road

や組織制度を構築することが必要だ。また、鉄道軌道幅が

Express）構想」と「ユーラシア・イニシアチブ構想」の２つ

異なることや鉄道輸送能力が異なること、新たな技術の導

である。前者は「朝鮮半島縦断鉄道と大陸横断鉄道を基本

入が遅いなどの問題もある。新たに発見された天然資源産

にし、ユーラシアを連結する低廉、安全、迅速な国際複合

地を既存の幹線鉄道網に接続することも必要だ。３カ国は、

輸送ネットワークを拡充する」ことを意味する。後者は、

鉄道運賃および関連する諸問題の解決に向けた検討を行う

ユーラシア大陸を「ひとつの大陸」、
「創造の大陸」、
「平和の

必要がある。提案されている経済回廊によって、政府間の

大陸」に発展させる方向性を提示したものである。この構

多国間政策・連携メカニズムを構築する機会が生まれる。

想の背景には、朝鮮半島の信頼プロセス構想、北東アジア

それと同時に、この経済回廊が有効に機能するためには、

経済協力構想がある。アン氏によれば、北朝鮮の港湾を経

共同で実務を担う単一の機構を立ち上げる必要がある。

由し、ロシア産石炭を韓国に搬入する「羅津・ハサン物流

極東海運研究所
（ロシア）
運輸発展部長のミハイル・ホロ

事業」は、ユーラシア・イニシアチブ構想の代表的な一事

シャ氏は、ロシア極東の交通インフラ整備状況と沿海地方

例である。

における新たな構想を紹介した。同氏は、ロシア極東地域

中国国家発展改革委員会総合運輸研究所研究員の王彦慶

のうち、特に沿海地方南部に重点を置いて論じた。同氏の

氏は、
「一帯一路戦略と国際生産ネットワークに基づく北東

問題意識は、北東アジアおよびユーラシアにおいて、様々

アジア国際物流システムの建設」について論じた。同氏は、

な国々が提示している構想をいかに調和させるかという点

中国政府が公布した『シルクロード経済帯と21世紀海上シ

にある。これらの発展構想を互換性と相補性に基づいて推

ルクロードを共同で建設することを推進するビジョンと行

進していくことが、建設的な政策となろう。その際、沿海

動』に基づき、
「北東アジア国際生産ネットワークの構築」
や

地方はロジスティクスおよび交通路において特別な役割を

「越境産業集積の創出」の必要性を指摘した。北東アジア地

果たすことができる。さらに、GTIがより効果的な協力体

域の国際物流ルートとしては、最初のユーラシアランドブ

制に改組されることで、GTIも重要な役割を果たしうる。

リッジであるシベリア鉄道物流ルート、その第１支線であ

同氏は、沿海地方の交通網を一体化した新たな国際輸送回

る綏芬河～満洲里の総合物流ルート、第２支線であるウラ

廊モデルを提案し、これがロシア内外の幅広い潜在的パー

ンバートル～天津港鉄道物流ルート、図們江地域の中国・

トナーにとって魅力的であると主張した。その上で、この

ロシア・北朝鮮の越境総合物流ルートおよび丹東地域の中

モデルに対する国際的な協力を呼びかけた。

国・北朝鮮の越境総合物流ルートに着目した。北東アジア

フロアからの質疑応答では、エネルギー価格低下の影響、

国際生産ネットワークの構築を進めるため、陸上国境の口

国際金融機関の役割、ロシアにおける新たな国境通過点の

岸（国境通過点）、開港、中心都市等、越境協力の核心とな

意義、韓国と北朝鮮の協力の現状、優先整備すべき輸送回

る地域を中心に越境物流集積を育成すべきである。また、

廊、構想実現のタイムスパンに関する質問が出された。

国際協調メカニズムの構築、越境物流投資グループの設立、

（ERINA調査研究部長・主任研究員

国際物流輸送の主体の育成、越境物流ルートの改善、輸送

38

新井洋史）

