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『
北東 アジア経済研 究』 の本特集号 は､学内COEプログラム ｢
越境地域 間協力教育研究拠
0
07年度 に岡山大学 において実施 した 2つの シンポ ジ
点づ くり｣の研究活動の一環 と して2
ウムにおける報告論文 を紹介す る ものである｡
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7年 1
2月1
6日に行 なった 日中韓 国際 シンポ ジウム ｢東 アジアにお ける競争 と協調 一越
境地域 間研 究協力 コロキ ウム｣ は､中国の北京 中央財経大学 ､漸江大学､上海社会科学 院､
5名の研 究者 を迎 え､ 日
書林大学､北京大学､北京物 資学 院お よび韓 国の江原大学 か ら計 1
中韓の越境地域 間協力の可能性 を探 るために､ 3国間の経済 関係の現状 について 3ヶ国そ
れぞれの研 究者の視 点か ら研 究報告 を行い､討論 を行 なった｡本特集号 で は､ この シンポ
ジウムにおける以下 の 3本の報告 を掲載 している｡ 斬江大学 国際経済研 究所長の趨偉教授
の報告 ｢中国経済の現在 の発展段 階及び東 アジア経済協力 にお ける新 たな地位｣ は､中国
経済の東 アジア経済協力 にお ける地位 と役割 を論 じてい る｡ す なわち､趨報告 は､相互依
存 関係 の深 まってい る東 アジア全体 の経済発展 に とって 中国は今 や 日本 と並 ぶ牽引車 に
なっている とい う経済発展の ｢
菱形発展モデル｣ を提示 し､ また東 アジアの外 的拡張 に関
しては中国が ｢
先頭 の雁｣の役割 を担 っている と述べ てい る｡ 中央財経大学 ･山東大学 の
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両経済学院院長の黄少安教授 の報告 Ef
Chi
naadJpn
n aa は､ 日本 と中国の協力 関係の発展が両 国の経済成長 に与 える影響 を､エ コ
ノメ トリック ･モデルに よって分析 し､協力 関係 の重要性 を主張 してい る｡ す なわち､黄
報告 に よれば､ 1
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0年か ら2
0
05年 の両 国の経済成長 において 日中間協力の発展が貢献 して
いること､ しか も､ 日中間協力 は 日本 よ りも中国の経済成長 に とって よ り大 きな役割 を果
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た して きた｡ 岡山大学経済学部学部長の榎本悟教授 の報告 DosPi
i
nChia?
n は､ 中国経済の発展 に一役 を買 っている 日本企業 の 中国現地会社 に対す るア ン
ケー ト調査 によって､ 日系企業 の競争戟略 を分析 してい る｡ す なわち､榎本報告 は､中国
に進 出 した 日系企業 はコス ト競争力 に もとづ く低価格戟略のみで はな く､市場構造の進化
とともに製品差別化戦略 を進 め る ようになったが､ しか し中国市場 において成功す るため
には､市場情報 を把握 している中国企業 との協力が不可欠であ る と述べ ている｡ この よう
に以上の 3編 は､ 日中両 国の経済発展 に とって､マ クロ及 び ミクロ経済のいずれにおいて
も日中間の協力関係 の発展が重要 であることを示 してい る｡
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08年 2月1
5日に､EUの経済統合 に関す る先進的研究 を進 めている著名 な国内研究者 5
名 を招 いて開催 した国内 シンポ ジウム ｢
越境地域 間協カ ーEUの経験 ､アジア‑の示唆｣ は
EUの統合 と越境地域 間協力の現状 と問題点､お よびEUにお いて進 め られている越境地域
間協力の東 アジア､特 に 日中韓 3国間における実現可能性 について討論 を行 なった｡EUの
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地域政策 は域 内低 開発地域 の支援 と同時 に､共 同体 イニ シアテ ィブI
リー ジ ョンに由来) による資金援助 によって国境 を挟 む地域 間の協力 関係 を発展 させ､市
民 レベ ルにおける域 内統合 を発展 させ ようとしている｡ 逆 に言 えば､政治的にはEU統合 は
統合 された ものの､市民 レベ ルで は生活 ･行動面で も心理面 で も依然 と して国境が存在 し､
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未 だ地域統合 は推進すべ き課題 であ り､克服すべ き多 くの問題 を持 っている 本特集号 で
は､EU地域統合 にお けるこうした問題 に光 を当てるため に､シ ンポジウムにおける報告か
EU東部地域
ら以下の 2報告 を紹介す る｡ 岡山大学社会文化科学研究科 の 田口雅弘教授 の ｢
の地域 間格差問題 とその構 造｣ は､西欧 に比べ て低 開発の東 欧諸 国における問題 を､ と く
にポーラン ド経済 に焦点 を当てて説明 している｡ 田口報告 は､EUの支援 に よるポーラン ド
の経 済発展 の実情 を示 す と共 に､東 欧地域 で は越境 地域 間協 力 を推 進 す る 目的で多 くの
ユ ー ロ リージ ョン (トラ ンスボー ダー ･リージ ョン)が設立 されてはい るが､参加 国の低
い経済水準､制度の相違､民主化 の程度の相違等がユ ーロ リージ ョンにおける協力 関係 の
実現 を阻害 している事実 を説明 している｡ 他方､岡山大学文化科学研 究科 の大学 院生石 田
｡
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聡子 の ｢ス イス国境 地域 にお ける越境地域環境カ ーI
‑｣は､EU諸 国 とヨー ロ ッパ 内非EU国であ るス イス との間の越境 地域 間協 力の実態 と問
題点 を明 らか に している｡ 石 田報告 は､ ドイツ､ オース トリア､ス イス､ リヒテ ンシュ タ
イ ンの国境 地域 が参加す るI
nt
e
r
r
e
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検討 し､言語､ 自然環境､産業 において同質的 な地域 であ って も､越境 地域 間協力 を進 め
る うえで資金問題､ 国家 ･地域 関係 の問題､国家間の政治 的権 限の相違が､EU国 と非EU
国 との間ばか りではな く､EU諸 国間において も協力関係 の阻害要 因 となる事実 を示 してい
る｡ EUにおいてのみ な らず､北東 アジアにお ける将来の地域統合 に とってEUの経験 が示
唆す ることは､長期 的 な観点か ら経済 ･社会 ･文化 とい った､いわゆる市民社会領域 にお
ける地道 な協力関係 の構築が必要であ り､そのためには国家 間関係 を超 えて､地域 間の国
境 を越 えた協力関係発展の努力が必要である とい うことであ る｡
本特集号 の最初 の 3編の報告 を含 む 日中韓 国際 シ ンポ ジウム ｢
東 アジアにおける競争 と
協調 一越境地域 間研究協力 コロキ ウム｣ は､EUの越境地域 間協力事業 に見 られる地域統合
を 目的 とした大学 ･研究機 関の間での研究協 力 を意識 した企画であ り､ シ ンポジウムに参
加 した 日中韓 の大学 ･研 究機 関の 間での地域統合 を 目指す越境 地域 間研 究協力の第一歩 で
あ った｡学 内COEに よる 日中韓 間越境地域 間研究協力 をさらに発展 させ､今後 とも本特集
号 の ような企画 によって 日中韓 間越境地域 間研 究協力の研 究成果 を公表すべ く努めてい き
たい｡
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