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研究ノート ii

北朝鮮麓講特E支出実験

朴 鍾 bE 

はじめに

(specia; economic zon合l れ、うのは、もる山家が特別士税、方

政治会ナ1仇寸るために設戸 Lた件珠な地 '("3;;)~含三のような鮮民特Iメには、

次の t>'，な鋲~が説察主オる

第 に、「観光花区J l:ouち IS:l()lle) .C'&>るに てこ引弘、観光洋の便宜を己

めるため、よ又、，， 1貨rr:干のjI.叩ゎ。)にか怖い貨件f芯主:接慎去るようにすゐなとの

正主治をヲ三部包司る v

第一;、「自由貿易地RJ IJ:廿"三dezone} である そこでは、貿易~:百発

化-:";，，みると託、よく、院税を指圧す4な?の伐敢を了毛足&;11す之乍

第三に、 I陥mtLL止符 J (expor~ procf:::sing ZOl1e) であるつぐこでほ、外部

資本手誘到するよめ、よく。社会基盤冶設会培fJ;;;~，税卒、ふ下げ巴 ji~町プラ性;手

提供するなどの蚊均等実主主す乙 J

千工済計止につ'~¥ては、 北4つにふのよう 1 理解できょっ刀、 l、社会主義亙家

が経済特l'、そ設置す心上最f::(玉、 j，"に l つの意味 がまっ。

つは、それれ、前1:土史なって、資本中高斗京山長会合目号泣し上 λJ オ告の

F、!主防ん「閉鎖均」な迂済f同りから「阿波均」な経済体札へ蛮わωニシテさ

n;kjる口

このように当該の戸て家が経河特択ル設置し C、外部投資(，: r特忍B~x:n~ ，~: 

提供するこシは、当六、ぞれがヨ匡(!)絞清 i もやヰになる、シ判F;~j匂ルらで

める

l7: J ，~UJ;sn ，:r3'314) 170ち
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ムヮ つは、それ;.，'!守~U は嬰なって、在、つつもτf丹、舌訟を清涼 L ょっ Y するので

ほをく、 1ヤ士〈とふ外部人の投去に対しては) 浄に私的経済活動を活性化し

ょっとするの E 以前の IjE泣sYJ な経ird本つ]から!民不自イ;jJ な牡前体制へ也、

わ心ここ骨量 f人fω 。

社22主義靖国 u 、 I三'~ \充、資ノ人工義企 jþ~が311 1-:_;γζ活動する経済t，l:iを台ノ1::

自力;みな 1 七六た。外;五→，山本にみつゴ徒、ヨ的h 札{;:~手 t， る万立であると認おし

う=らであふ}ところ子、中 I，tl.z~ 計{トサ Il求に芝大なをイこが起き丈 民共分ど

を中心に内部改革をヲミ行す心 2共に、れ部投資家 t平「吾、外Z人)が企業活査

をかう、り円i+r':..: fγ 〆こるよろ;こ，引奇4-Y'Li;を設置，(.18めたのにある n 以段、 l_j_1

，.Ti; '!)符済特;.<は、汚 r べ急成功を l心う k 、 :(õき i~全休ろ(7之馬予止ゐ辛う亙の ;J，(:: f:_ì

ル巣丈 LP 

方、 ι朝鮮は、 196U-~代まれ土託本上義F平合からの官点誘致ぃ否士的 lであっ

売が、資本不よとご苦しんだ後、:970年代に〆ヘっ亡、 i借款J レいう形ιtzれ資

を i主人 Lて、料〉込先肢を浅げようと?/二~-'i)' :、輸J11が民主よ I(こ件びず、

外協や返済するこ j がで主なくな〆て、まもな\(長清荒 ，q-~行のム I態に 1LJJ た

このよ人なi大況にi":51.， ι 亡、代案，¥-L ~C )豆持の負担がない「烹は投貧J を訪EZず

る ~tTi去を tj1} .1.g-9るようになった内 犯4年:こノイ7帝王;を印lttL 、 Y;t'~:対立泊、家九

IヨJflホ4内で、企業活勤ふ行っこ乙を訂詳した。、かしながら、

でも経同特F司令設置 tるhJt.:は汚定的な山土砂:iSシ堅持Lて、け:

三の件以lこ及ん

しかL、 問。，'-199~ 阜、 ソ述、 ;i，j吹で社会二正義洋fltti，r崩..!，;た Lて、終尚ブ0"深刻|

なj-!、;:l[~こ限ると\ïJ品守支，~、三日 lーすーヶ月に :C1i車苅発dl"百 (uru;?)のど-(--r;五江

流域開発計出〆!三司辿して。程治特区を設直する主思があゐこよを初抗て r.~λ

品、;:L九 J それかん主もなど、 i自;)1:ごは月ドはく;f，lf;'また量子p[i"T経清ぜ易地市、

を設置すとレ発表~- /~ 

次のような事例は、みの上ごJ な;'rt，号ふよど i]、オサ山川か19均年ににι以外「、資

符合金宗法〆 を歯止可てして、絞1守特区を訣j自 t;~) .~_、ィヒ朝鮮は、 i日~(sif ぃ内匡将

済的区u両EI松代表当を派iidして松宮?でしたが、一この力ぷを t1:-:-i ，~しよう r はしな

かった 。経済将|ぺ l玉、朝i鮮の安清に出1;['¥しくないだけでなく、令官は :江主

者のfT記仁上."ご、 γ?も t の協tfi-cも可能むある刀九、軒別:テrJif'r!fをlえを

設主可。必要しをヰい と説F.ir.. r: 、特円開発研究~-;::)、 :ω2 、

r (~ヒ十万台三円将併と貿易的兄:Ì~/-}.:' ---l991----，2、 llg

F可

1己が 00:J;.リ3): 70S ~ 17つj
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n夜、柄米の緊張司係な Yさまざまな事告に工川「玉三 J十円詩何区J打開発は、

子二五号1こ主主士刀、勺た そ 1 に星、 C}1 わ乙 f、こ~:)よ与なが;))~，でも、 1998年ーの「土 I1

芸法ご、 特殊とご，，"地帝との多援な企業。〕創1iA〉伝効する?な F)規定しに妊

治特r<J)再発積在的な意士、お見せていた。

続'.l-亡、つぼiO-{i伐に人つては、 もっ止玄欲均悩済中ごと主戦略J をJEiillする

」そに l;:.，-た九ぞれは、 21)1)2年に 主主に三つの経済!日メふ設置 1 たことによ

く主主札口J ふ}可なわち、 ~j ，~にはぐ泊者州h~北 4 政 1.<，)手、1(1!j仁はぐす?珂;

ヤ続光地区〉 を、 11月にはぐ間1古i業地区〉を柑手ていで指;.t-~と(かく〕で寸ヒ

朝鮮は、1'::つの花i存中YLi，5を村つよ与になつが計済計 1;.0;';;'"~!，~雪-~- ~:) I決す

tと、 ;';1，車J王宮古ピ，1、k.~し rぴ).主j/!;な主主:c，:!-9-;(~ は、 Jての」 ιうになゐハ

[# 1 1北朝鮮の経済特区の設謹過程

f占 県j ←t: 't;~ 

l~J~ 1年九前 粁L~村元全子) .よ

1!1S1J. 子品+ 〆討土 k深川 市経1百貨ノd地7守、 ttF"，上 {政務出え々安う;，;;-' ， 

1!日I;-)，Ol.:-ll. く0;:-H~WiÄ f'(処 lli'，':lr~L'} 女王、守)最有人EEfふ守設子、 ;'A)

HI自宅 04‘2d. 'ヒ æ'~!f ク" ;i~;t記'---> 政務院叫1耳目'，.1

yl~~. リ2. ど 'J> く続どうe'手F;.i百円弘ρ';;';'1〆 1雨声告人1<1、弘古~.l寺民公政令肘τS4';;-i

2CG2.;)fl. :，-， 唱す点叶叫~ljh臥包 をf汀九 、特ち布 G-'~;~ ，\

吋.，義什特日IJi;'-Jlif7忍ノ~~i'.ん さ立、布 最高人民主:ムl三i十主;;:l，I:政令， • 

'.:CCt~.~O ‘ ::::3 ， "i:: "引 11句 JlG.I~ 、を j~メ '.<ι民人iにふ認常~，J 交R 公此乍 r

・4、...ιh  く令削 11ξi;';:;Jri:，1λが ど公布最持八比二、;ム常 f-安員会問令 :~'ß4 ょ :J'/I" ，

'?C02.~~. ~3. 司坂 L~~.t由民、を71h l以白人以会活l寸 11);'員会政令i

.ツC'. ヘ同j止工業lすJ，P.iL)を去社 l 最京人長子、議 ';;i'~f長良去阿令

主主下、弐r長正の核問、企業所、出科正也回の民人ま J三u悦人，_(7)合吉正

イ7作 軒続応沼地予?での22まざ tたや業0)創設ヰf，tざと:手当，lli:l}する 1

4 このよっな ~!1 院で、 JI'，朝鮮が岩手 1首!f3を折、j、するように料剖:からの伝告由人

~， i工L，~:fあ J た fylJf ;工、 ~ --"f-[ .スヨン]ば(川、 l北引鮮の外資本

グ〉誘致現況シ~~~垣J 、 lO~) ¥品、 i 今、百的在対外陀肢が現文fit!囚雑である(レず

れ L工、北朝鮮は、絞;1-写iI易地帯を場iJll的にf吉正ぜて、ニグ)地域を l_j_11し心外交誘

設の拡大キ模索する:ともできる ZF浮)ti~jt::T:と(;)}]に、山 短閉会;にいマ視

8~] な 11i.扶 G 点的人礼る池i立をす主 t尚特 L'， .1: 1. 'ci言ノ三~_ -c、道宮司ること Pある

新表州、雨ìf~-j 、間以なとル経づ特fてとし刊行定ーその詑N-d川町、 1 t.，産楽手

設立するこシも つの1]:とであるいシ長亘 Lて'，.¥る

) !; jお、北朝鮮では、 伝法特区).い与言葉はi史わ :J3上うである

l73J ，~UJ;sn':f3'31"~) 1704 
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このよっ之主将材中~B:の設当 μ 、ィヒ判投下抗出吋 ftì:J において、閉鎖的む件前から

同校自りな体制へ芳わ勺?とを意味仁、 iT対的な件前:から改革的な{宇叩jへ安打る

も，:1じめ 打ii5i-を叫すこ)メシ志l耳;cJる

fr2 :も、その重要七とは、次の上ろな つの点からも続完 ω。 つは、て C)I地

111'，自古車 である Ei宇 U'子中ごと~U:U ンア止()'-'白区ど国携を寂し、新義川>j

〈it中l司こ:.:，cllJ完を宗し、会岡山特jメと開城将jメ(互南北を分ける体内棋の近〈に

f，j:萱可る η つまり、これら地域は、 H:l:t，.:とのヲ流あるいは汁 iγの退梓で主TZな

f2:まを果た「地域であるコ fLて、この」引な地践に符所持豆を設i古宇るこ{レ

(立、{旧d}--I!) 欠:υ七をほめ、対立を認め~:)よ>をき味 y るのである もう つは、

緑湾先詳、新i't州、明城が~r" 'if.iJ鮮の r' 'i':~: Ir~体系で 1 fTめるに重 j である。 F~~;:えは

元々、 I [Ê[粘市J じあ"亡、議:1'先J半、和北川は、を汗~:4#l/. J~ ~_ 'c m:止される

こシにごj と、て、 'i主桔 it\ ヘ丹十汗されたっその恰果、よ+~S鮮にも品、中央政岡

山右乾邸内竺してj万つがある上うになハたカ戸、?の中で つが結済特区なの

-C'，"}うる。

以下、 このような週つの従滑特lべについ亡、各々、作動。ノj号当、実稿、評に

Jいフ つ l乃〕日司を ~Q:~ " 、論ずるこ 1 にす，.~)ここと、設論円入命日líI μ 、存

主主済与す|ズ~!)-;7. HJ~条件会~~f:T升可る ポJと[て、 UJI足。)J-tt;.:'1，1ヰ従不ヲ ξJリ

平;'i1~ l:" ~ふが「特別 Y)TJ -C、南 J官、原i成、訴義州、五二律性鈴lぷ JJ?: $~'r;Î J -C-あ

1己が 00:J.:' 31 ; ) : 703 ~ 174J 
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1# 21北朝鮮の地図
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げlぬ れ叫"λ川 [l'"l丸山山和仁川 W川 Id....'1Lonl，-hrは saldlil，川畑山L川]
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第 に、地帯のゲ一千拝 F 関連して、主lÎ;ojt~A 持拡帝{ヰ特別に3主てられよ:号J ，:~L ;秩

序':J ハ亡、活河貿易前T闘を;仕め Q 地帯であるこ胡定して(約 2 ヲ'~， ~';6';在"、

l 役地域J ，tμ 異なる削除 官、悼ん十十， fGi併特[{J あるよ去~， .C:; /.; 

市 L 、皆JJ! i 体にIli:返して、 !%~i-1士Jt鋒弛れのZ業者'指導宇ゐ単1かは、中央

対外来湾機|者F 、E引き管ほする巾止は ι*ki'宇 H子地帯当弓-.:"Jわる正規ノlーして

u 会 (，t':f.3 '*、お R条.i!lよきレノに、地帯で行われるlf申Vji土、 E常白(J( は地帯

斗""ijが官三 L、ーボの主7::~:事ニ日:土 L斗究対外経済機関がu"i苦↓ l 当可る J たt，ピ L

で:詩 9条第 3JTI) i!' 地市当 F吉は彊仕出任に 14いてど諮問委員会〉 を組i設宇

るこ!.ができる u五疋 ν ている 行条1ヨC

f.Ji'，¥. ¥ 、説法，13手作メで i立、 ぴ).J与な符it.J記長官実訊¥..1与と fゐのかと

~ l. <)こ~~ ，;iノJ事l 方るこ JL 吉正)，-

5再 に、子JZI内所有及び守吏用。一関jIt'!...亡、ー」地についずは匡:ぶ'fT有市jを

泣持ーヲるが、七三資家は乙れを借出 ï] 抜であり、信任鴻 I~J の記長も [:j 械である

20督、i2!つまた、投資?と資ぶと所1可は保安本ろ1ナる(終 4督、l

;j~ 2条 自由経J茸貿易抗芯;豆、特7BÁt な貿易及コ、白剤師:ì '0.::和:~ l'寸加 、主様、

サ ピス治jまJして古布され/土利息了民主主詩人民共和令!の 定的知ぼである

同FR経治貿易地出ドは、朝鮮只キ平友人民共和戸ぐの十協が行使 Fれω。この地

，帯平

治υ1忌ミ 出由午活重i済斉i弘弘貨邑邑百n忌~r:i地~).帝 0の〉 ι凶μc ぴ山〉汁ヲ 4\口:て~(Iの)'1汚守政 hは土L、 -， (/の、4地:干帝青と河i車 J fた二:宍ミ

布[巨も σの〉法とふ規日定:にこ 4る( 白山符1玲注;('Ti}也市と'"司法 J た法と規定に浪者'1戸;r:....C '，.'， 

ない事エ似士、共和斗(i):S fi主的法主主主~'，.E~:i宇ずる

ν 第 1条 南京:手、 iJ外迂;奇者宅問 tレ白山径fJ;ì 貿易地市町局'?-~;ヨ仁て、

jl"千貿易地~'の l明発ト管理・ i主営事~~;;~指ョキず心

ヨ1)，径

tfi 8条 自由粋;音質ζt地誌の管坪絞1mには"二氏対1'Q;こ済機仏;とi規有当局ザ属

する 口央社民符話機関 J4、白出詳凶貿易た帯の間経乙 il~;卦信市 i~'，~'とを委任 z

jいJ た中"ご執行機関"もり、地帯当JDJ::.t耳↓地主主?隙間てある

吋第 P条第::;J!( :出央ヌゴ外点、立君主同プ0') 'f~~1"s.J';~1珪設部門 η総投長官費:; + 
ノJ柄引、上幻対象!.その他びノtミ|ふ門で足、:::-Z三割 1cノJ柄引、上じっ対象を本武L、手LUi

4-;~， 

_v 詰~(ì条 e 地帯当)-=0:よ。諮問委長会を主ffi北可ゐこ Yがでさる 諮問委長会 L>-， 

地帯当局の代表、主訟除問、やきさ討の代表jタ戸て--:i.資永代表?よハぐ憐泌され、

地恨の開発シ違背骨Te事去を協議し協調する。

。I W:2日長'外~:.f3Z資企業レれ Lじ人;王、同町松崎~g出T?? の中で必要なーi::l立を

1己が 00:J;.治)7): E合9 ~ 17らj
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第二に、市場に司 l車 J て、尚品↑口怖心 部の人投必胃品を除いて、 I ç'~fl!l自j:"~ 

円 I号(1111慢で成ずに 官、~~-;在)\流正賞幣~; I引 鮮 )_，r ν」とすとが、転央 t1

のあるタ1;ifもι七fr子t':z!:~-c í:史Il1可 'fj'QT める i 鰐初来"

市 L 、イト諜還'~(- p;返して、投資F1平1:は特日Ijな治iJ"Iiがなく、十業問J点!

有利な条1tを :*1辛する{窮民条、事， ，条、事 :R条、 ~23条、県ワ f条いまた、

殺託業員については北朝鮮の人々を間接的在)::.Jにで松明し(!-f::Zl条i，，:，、中

r七月'11寺 J)税語、は仇 ~j: ，;::-:Jl貨の 1:j% ノ 1 ふ(端部条.~:::: iI 

第1，刊に、折々 i伺係に院:モして、外zかっ松市へ入ゐ時ぃ(手、 校3こi境へ入ゐ

H;]" ，!~_は異，~り、ど+}♂を巴、安ど!..-- IJ-:'.-" (弟，11条)リすれまた、 1与8i止は 郊のi員合に

は主l注"おお条、与す026条)、企業:π効からr:i--;::.手'1伊:互い、;外へ戸全IIj~ifであり、

庁官財産は契約期冗終 :1去、持ち出寸ことが可訟とめる{治主l支)時

賃/-~' iるこ lが Cきる J、賃貸峡間の承認のて p賃J昔期間のlJt!1iJ{('受付£こと

もでさ品。

司2 第 4条 臣家:ぷ、 Ì~b~号忽がつ山絞治資お松戸fに投資しよ;長ノ4':'Jはだ所村、

彼に4てワされたf在 -~';J を浅日りに ì~，て重寸 f、三

n f.J~22長 自由洋:否貿易地干竹内出で、 ~ιの帥汚lz 、 nz売者と購買手グ) 1誌の

合主にてがとめることかできる 剖.í<J)λ泉必需品 0])1田告は l~_'_:まうよ決める

ぢ号、W:i- 向fB主主治貿易地晶での流迂貨斡し、羽鮮ノィ〆とし、 宇べてので'{~ I 

1こ対す命日h;:i土釘鮮「十ンまたは~ij晃刊のあ心外去で行える。三1，S鮮 'j T ンJこ対

dる字、貨の挽算l士、外貨宮山保ちすがな表したJr7玄てにf}f:う内

2に f:i"j:C;l条 外出;長宣伝業lζ、地!.1 i~: 労湖 }J 斡抗梅街と袖ん/ょ ~12刊によコ l 、記

~~:労JüJJ !è;菜，!:)~ /:え')'解雇するこ主力できる}デe:'→投資企業(立 十H七ネム斉'H ~1

地祇以外の池域にある我プd-;-医(!)技術者、高級t立法 心地市労働力持i抗議問;市

~ j~.h. 、供給してもらえるし、生ili'岳当局、対外伝t南部署 r の合 f訟の ;'-'--c 、 司;

管沖人員こ特殊な限慢の232中:Þ及び技IT~Jーであれ i工 外 [:-;:1人を13';;用すること ι
可辞にある 3

14主:-;(;'.I;:片 f~'1 ;i孟i書留易地荷の μ (J)官、埜所得(Ji税キ;王、決算手iJi閏の 1i: :，~に可

?.，) ，~ 

今可能 ι| 条。凶家;工、戸市経済貿易地J? に寸按へ ~-j-;0 f~ dJ人によす L ノ ピ+，;

制度を実旅 4るー

二戸第15 条 1 外~;J~l tJ) ::t:rそ手と{よ、三Jトバ8:iNH易地帝の口 P企業活動冷して性九手"

i烹」干1エ、配当今、、巨資料、叶 ピ人科、計産販売は王台骨主的1所得1:(r:G札

lこ送往すG こ(レが Pきる L、国外ウら口 LIij応討資去五地付へ持九こんどfa貯を、

出会骨;¥.l正が終わった役、制限なしにι以外へ梓ち出寸乙レができる

l ; 7~JJ ，~t [j--;sn':f3'3üS) 113:)8 
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このよっに、記宇 'jU:争特区行士、外部投資家を対象トす之 l♂いっ ~ij:;.震はある

が、私的経済活動を辞任イヒト¥¥r!~~草 S;i.F主 ~~J そ~施しようとし" 'る平と

1.1"'5]';，うる}

ニγ 、 i ヨヨ4lfのど月 I[貿易港規定〉昔分析するこ~:. (::_.q-:fJ 

弟 に、 1;;:.1;，:土問寸主 L丸、 I[，(1貿易 i，l~~-::- iJ tt抗よな μ を駅付しむし ι{第メ条山

部 仁、イト業計効と r~;連 L';: 、外 :.:，cll 内投資家:互 fゾ下作業、 fTt吉司、孝君、外向人

作業，fi己l可及 tFi.五営 1 品、ニ J がむさふ(裕{三条.~ 3:; 

l ころが、主主伊).~:;h特豆は何めて指定された;::-z.済特区であとどめ、二 1'_以後、

EA:i-: 錯~~~(つ過起を花ながム、j(ld右で相当'd:'変化が弘れるこ土に-'d:'る FJ07'~ftì

IJ 山ど抗 :;;?i~可性 fl，:tf:昔、で府l れた安刊古河析することにする内

第一仁、貨幣高1，皮が電化L丈η 以前は縁先む帯でも、一般世域 .1::h~! 〆 \t

梅枝の貨幣JJt使わ f~ -C，. た〈つまり、 校貨幣である「朝鮮 rネ 特 殊 正 常

ごある 外貨レ:1:内したマオ、業 jが諸に主われていたのてもる L かし、 199'7

年 Gr:Hこ I 外~，I::::<t島、たマネ事J 1: J殺 C，、書主主レ ト々 i; ，1L--~:(;マネ

票) 2.2ウォシ梓I主からiJt)-;新 r去、) 200~'210;7 ォシ~'-~ -~!:ズと;';

これは付Jをロ;んす Q のう n それは、地元山主誌で「二正貨幣市ijlしを持九しだ

というてとであるペマ不禁こ酔i鮮マネ;立、 [o[1:稿悶1川をエナワ埼イr、実質/ムイq

ヵτ宍なる .'3 このよっな :1;態が主主ましくな v、と判断しし 亘貨幣耐えをWii"1

，9;~~4;張。は自主~， ì告に向人可る佐と荷物:こ l士、何枚企コト J 校、法主税を取

討しなし、0

3A4高 C 条 b 外 E'-'_:投青iR i土、{引判官事~.:-きで外l:rJ人投資企業(合作企業、合営

企菜、外同九や主義) ~~- tílJ 設し亡、合Jlf革、月f}t柄引害辺主義なレ~~- 't;，~むこシができる η

刊 I刺鮮rrf-報リリ7/附 /1()、(市:片)

3" ニグ〉ことについ，-.，計trl切川十 l であると解釈するのは員c'iである。符.:;U工、調

首長、羊で、おおよそ、朝鮮マネを;/1ωiこ評1百l.:L:下LFLとのである"、

[ソン， ;1ミシァク]、 1"白骨・七九円 i とし〉う ζうなE干J二 i土、 I卜砕むはない '..:)レ

シ交換Lて液 tq幣を「特殊貨幣J かム F 校貨幣 い変え Jゐ:ニ 1ゼ(.jである

カt)'{あ，<;:， -じ々 、 投貸手詰 J~ t~~: tt貨常l土約異なる f 位を持コていたので、 r 

"と口令して~i;:-9賃料千ふ変去る時、 I湾出品主主L トノト変わる山(;:'.!..:;J~;へである一

この退住で、"!，iBl;)J卜げも起こりう£しも評価抗下げも起こり』る当該の羽

i'「は、 dlま;ノl変動がなうしーた

口こ札{ぷ、同じ摂百個をJ寺っといやマネ票よ朝鮮マゑむ同じ品功を 'f宅うこ t

ができなし川いうこ土に哀れ(いるへ下じっこ土壬よ¥右てしといるの刀;I外を商

~::: '1'字00:J;.治)5):ED7 ~ 18uJ 
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4ーく』とめ、 マ不票を発J 止のごあ;~.':31 

平のよう L、 ♂;、事が廃 11きれて、持苔レ 1、がγ よ票や装進 Iこするものか

ら税鮮マネん基半じするものへ<1:;!') J;んこ Jによりも各詮:-{主ih~ r/) γ1円1百倍}

も前主さされ lム ポ )[，ベニ;主 : ~7 ィ、~) 2脊 γ)[，iかん(朝鮮マネ)出)()

耕 1!". i>) へ、ホ Fル(/)宿 1:，料以 :'7:7-、京:I C向子( 日oドル)から(税

良工~千) 1 ./J脊 i~SO ト;:.-)へ「品 Eをされたc 撚[し I 割凶 J 格引き Iず が

起さ fが、 ロル投 ~j ↑而絡でノドされるよっに、主;買日'~i '~ 物怖の変{じはなか~;:t:' 

ただ、この~(~:f壬で高千字詰 J対立トがったコ以降;は長悦民子Tがマ不W;) lS(汚子 t

川に iレ)であったが、促状、;'-/守、 300i)腎¥': 1にド j>~，に交わった円 fあるお

;r:~----- (こ、白骨業を持ずミ dる桁胃ゆ取った J 19975年 4ilに <i~lh']-_:tj手ff:i，'t'家1)，

1更 ~I:l 辛仕業規~rÉì 務所Ji\} んノうヘここでも山富業&幅広く許持 L.1::" 士 Ri土、

さまざまな裂氏疋ι、校')~:ヮ分野[己主裂、食べ物、泳法用品、修繕、食室、活再、

f、烹業な Jで、片1t業を?守む-!-かでさる之ろになコた，うして、翠;主井

主主市の仁コ.1.，1老'f~こは、 fと荒々けではなくて、 f国人;)" :tti i;Jo;-~1: nむを?て、 さ t~'まな

と E恥ι、需品、問衰対日比、 亡んぷら、たまこ、まっけんな 1，'J 十完川亡 v ると

し、つ

お三に、公的牛産初戦(.'):i~{'f:了ぞ恋イ r.があ dコたー 199'7年 G rj ，:i'η 粟先的需にあ

るすべての企業所円高;1"，]尽場を台む]心、ミItsjO)杭 ¥1、冷戸折、販売、価格的設

定など+習な経営苧 l歪ゆ独自 1 はめられ。ムう Lなれた :7

という市ijl辻むある(約F4--{"ゑではこことゐγ担1.nうヂと均十Eσ ないが、マ

子、主どはできる

4 二亘賞百字制J3-芯安泌する 険的な日肘は 外資~.九\îさい宇'~#J;j しよペシ宇る

こ(~ -.:"あ心 止ころが、このような市i:jliを完治ずれは、タト貨を続出:t.:，効援し、

博りれるが、対外，}-'f:!tTifi動を制約 qるE討作i'F守 ιむー干仁て、 重質町制度そ

1';，;'1 する乙いつことは、対れ将尚h拘を沿いj:~ :よ} するj古吾 Pあると解釈

できる、 重苦弔問同i~i'{h止 l きオトこ 1..1 立、 l 杭官邸市1 肢が日ミナニ~: : .. :-: 

よく示 5f氏。

おこれは、;事、内発展ょ主上凶がf う様タ.J な列官g雪筑波争で í&~Þ )Jを肖めるた

i:/;の拾置でdあるーイ血のた要注， η]I=Jtベぃ辰庶民4::80Iノレ(立、憎'"広治、ゥた

のである η

Lノ、手こ干司レ(1997/U8/18) 

/ ./ ホユ予ケ l 、 19初、 ::iょ正|二件前、打記朝鮮l'下$向、 II-~細E

b"究』、出黒大学主制並問題材|ずEJ行、日間

l8: J ，~t [j--;sn':f3'3(4) 113:)ち
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第ド山、開中問のヨ境貿易をJこ較的白 111 に行える「司い{~易 i(é詩J が] ;;ン

ジオンリド間設宝 F た i耳 )~J 4 0 r~J 火 生)院かれて、和l用右前l雪去る惰JOI

I1仁弘 λi'~たお

続いて、 羽白年の'，2空7穴:うれ f，~ !%~i-1士ノL鉾 J至lfγ気初地i出決 L~_J司オ t 人君、イヒ右足

るこ(-~ (こす主 n

市

'X' 仁、{玉津の酒場的|司が変わ戸たうぇ日[t筏済貿易地布伝/ 111;'、ょ993年

l世帯J主] は)i'合理自'j¥'ご$くの主器用に趨!tlでき品"主十字であっ止がι 江え I卜されj

経津!l~談::-:'}::汗認知性信法 ~tJ， r-， 1990:if t出荷法jは、 lヶ所だけに適用でき

之託、の :-Jる、 IHm松済γf易地帯 II辻、多数冶ばできるが、 l羅津先まち去三、コヰY:'-[

J;)~' :Hll"~告 j はよう i計のみであるかわであふー

第 (、ギf主;，'H古今支羽泊料¥なった E山3ノ1'-1也帝伎では、 下~flニ;祉済問

易地，t;lこは、 ~8鮮民上→義人民共干r:~'乃→惟が行1空される:~再フ粂) ，'::: ". 1つ

交問恥あコたが、 1999#一地帯決士、}内二うこ:交問恥見えない lJu対抗にi士、

~:r; i ，~持 l王手) --'--惟が及ぶ地1立なので、 ιてのようなjよJ，i:2がないと?ても、当供、 1 

権力'1→当とオるはず E品るカf、 これふ抗言れするうザ?かは、 t~資家 1 011十昔る壁l主

oコ茶を;ぇIjV~ ~ -，~ いや L言える

お三ι、中央城間 (i)fl~ノ、(1)却 l期主江、げた側面がある 1993:0::::.地帝j去では、 II 

剖情迄注~;z !!m Fr-J-C乃続投資銀 2平一万フザ，/)-j，仁の対象乙その'i:t;.r7)部I:::'j-("，つ総投

資領 1T右ソ巧〆以卜の対象 のみル中火対外怒り干宗主同i;"*~E し、それ以トし、

地味三j局がぎえ認 t1:1こf になって v、とが 持 ~j 条 3 邸、持~ :-~条イ取!、 19~)Ul下

地帯法でi士、すべての投治!析する示itそ出入一貨f;;桁導境問がiうd うlなハ

よ l 第 ~ì x: :~ r.l:[倍le矢 '11μ)ι 

市凶 L、迂地執行君主席の権限や凶:'-;犬、洲市♂ある一 19幻 f草地市決では、出iy

取引には一般的;__，''1上最f口十件をi，'}'1手しながらも、 剖J内/人記向者品の価格!ふ医家

が決ぜる」弓に r て ν たうす l ぎ122ヲ~)， 1999年j世帯法 t了(王、 30の大衆消費J2

，J)俣絡や縛it先j争汚人民委員長が決ど〉ゐ上 λになっ丈 {弟'::'::-~語}

このよう』、~#宇先住存地fm三、外部-:s:ヰ;が誘致〕て、級?;:t;Ji:!百二!な"い心

主主済を立て亙 jための試み止して北羽鮮ド設置 ν プヨ最初の向、j斉!<-'J区である η そ

のよ乙刊で、外出。〉投資家に私的符済;~付らな許すt ~ ~、子1:を徐々にいj 司人にも拡

大するt告さ{(Jt{つ亡いる

3~ (ソ/‘刀、シヮケ l、 : 999、に4--" :;:;点、

1己が 00:，6 <3()3.l : 6合円 ~ 18?J 
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2-2 実績

では、活注先鋒特iメ:玉、どれほどの l成果$-以めて戸だのJケ 子炉そ判k:i

オると先行、まず 北朝鮮政，I-;，.tがtの主つな Fi律J l'設主しにのかを見£こと

ド f.~!" 

北朝鮮政庁は、 当初， ::::~ftl;';jiつ :;;:1 発百十~J を致点 ':...-l= モれは岡地~を

ぎ-;2: I~r ょ 99スー 1995年) t了(; r~仁L)'ジの Il(:'s~:iB{; な安物中乱軍基地 第一

j~1者"日川~山附l:'f.)では l 輪山か一仁基地ー 第二段者{古川1，---2~ 1l{l年 1 ては

「総合的、現代的な ~p告交流の拠点都 i :l J シ L て?を返さぺ_~.. ~:J ，~いつ計豆であ J

プ¥

一

L 刀、:~、その安、 ;-t'~-;ìT:-かう士、安呪?ない二とか判明す々と、 1995年ののJ語、

二t-i.:;}jO)主1:.ちを! 段階の吉:'nl)_iJ へ!~ ~1_ 虫 L た 当1引の山一攻J告とさ主 ご阿古iつ

計豆l乃内科を清合 L-c r斗百以τ~ITJ 日93，--2，0(0) シLC設定 Lsf.L、第 j~ 

1告を l 展主計山 政主会 Lた 修ょLされた可|出口、 7ベク〉一辺。Jである

[# 3]緩津先鋒地帯の開発計鼠

."山1止陪 1主主ぎ，:2:除
(19~I~j ~'Z':Xy，年) (~CC ]吊 2'J~(\jr-)

羽詰 同T袋詰的1:I~降系杭民主 寸先 n 白J 呪fd~なと日陪父町終占お市丹i::
じ浬 9 輸出U..L基 Yjjj';~主 三"都内ンンぷポー.'l， 1) 

持ι;←\"の将国ヰ.'>-J.i吃三~T ヨ出行妨芯 l黒み汗:鋒治W::''/)1吋な

。中l毛 ロ〆 'C山中継枯ココ制わJLi品五、 ft刀を 号令、J.K ン需品¥致、張

_，E; 
主『糸直f丙なと l '1，4;半?粉、斡l中'，:J:l'T 梨:'1:-帯、 t円]ー

市北
汁[11~&i:初品 l 拝t字止ま? 清字Fの何百 ビベ 民元u; 二昔'"'.Ç古~~H託会泊ド~I (，~;さ h'-e ~， 

同:，を、与ノ、 3CC!C1古fp 院院、社岐 るす:;.，;r:住 EE

ウ11船出r.I 長州出jL'-k ヲ 1 十昔日 J)[~-!:'台、水平 l 村川t: L <むたよ、地
制見'_i_守地下+~j 有つ:見ft仁，':':古市， ~を也ポ

者日市 人n:'l，iJ)現哉、つ都市建設 ;;;:;~.ï:~[P':~;: 向 人円~oc， J)規視の主Ii下旬仁;;:.fjZ:-字刀夕、手;

建立 "、にし、手鋒jjtJ.支へ拡大 llt.t:.~と，，，.i r.li i! 地域に府豊lよ都 dJ 討発

以 l'I:.iJ与 ".fjí'宇】Ic;ネ r-~ :il l主芳賀 ;，j~-i戸完投王子日清， ~ !=!S:;) 

;ヒ続出+1土、この~~ J)なI1大な「古写民」本約九 1;11し九りて Lて、これす安l司

させようと民休自主主!主主告訴式三|逝 j を作唆したれそれにiる土、 一君主当le円に

4r部情ドル、 i前向なと超常持設ぶ;門にt:J日償j<';ヘホヮ nなとサ~γ /， ~;IS門 iζ

約一倍付 Jレ、;'-吉 l 亡、投資 fi~~tで 11 吋Fi 、投資総額 E 約 17'ピにル i つ投資を誘

致するシ子だしと。

ぜl士、 その I~結工 μうぞあったのか それは!大失敗 j 土百λ l，;，U¥

l83J _~t[J;sn':f3'3ü'-~) 113:)4 
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1=iL刀、 J ノだっ統計がう王手とされと 199:，'-:997年のdヲて;袖を見れi工、;うてのヨりである

投主主まるとい与友~;:;;が、件数で ;;1件、投主主郊で 7 億50ケケ勺~;' i:..-であったー

"じ i~~鮮 i明の 1 c三恕Jク〕約:(-j%に過ぎなν通 Lかも、災自の投資は e 刊誌で771'10

つ之官経で.){山山ドルナ"寸であつれ、 予想の約.;:%:.込主なL、。その1付紅茶投

資対事i企~の月三強引になれば、合営企莱 1 こ ::6汁、ワ;)117刀ド fし、合科会議0: 1 件、

ょ168}Jドル、単独投資によ7件 2076ノJγルで、投長l主;立、持港、中司、タノ

"/J-~::/ゲ、 司本 0);1:('] であ~; /:，:0，，: 

2-3 評価

二日!;鮮の対初(!)符 ir，~午イであゐ援:平光í争防干すの はと今言i附すべ2;T" 

あるノ?の

まヲヘそれが符]'ii体詐J内定化〆， 'う{泊目でJ子、「ぎ義J を??えてみよう。そ

才は た朝鮮の怜;::d-休む小、制鎖配な悦汚体色村:ふ同政的主主ζ汚{写山jへ交わる

泣 11:の初期~J.:';:'5.ごあるよとを J、';[:し、私的，p:: i~J~ i~'j'駄を J削与しょ;とするよ♂t杭

な経済体主1，から、それぞ古1:分自'Jに同IL[[，上うとするュ，-~ 1~1:~ ~~ ~:だイ'(-j'主主 IJへ移 i) 去、

わるこド内 部をなすこ J を三味ずる九このft可否で、組神う七辞可区内支肢は、

非常 i二重要な意:ァを砕♂ているこ言ズる

たん!~-'、この土うな試みが、|明鮮側が期yy， :て'，'，たれ1角的効呆をらたらし

トう lゴ'Jの問題であゐ ト述Lたよう:、 1でたな青写真、読孜副i珂(，:，!しべて、

完結¥，nをしいへむず、この上フな結呆ι二百ヮご J ま とのか乍 :7.因トし亡、土

l三つの間語力 J17摘できるコ

きちーに、設費ド友好的な対件司係んRjth記するのl二'1、散し亡、よいうこ lでめ

る、あ;(!['f;記がれ去右誘致Lどうよす-;;， r.~!\ItQ:~長'会ー\;一位類!分Lムて考 f

h れる、 )!手、 l成略的利吉|者↑れ をも人い ¥J泊しつ I，)/，;匝 Fある 可ヒ

朝鮮と Lては、 F:-I，口平、中 l司、アメリカジ)院ヶ[ザ手11度であるうもう 一、 l↓
j¥佳子

外l十 0) 明日u中葉J であ{， ，こη 誼訟のj替手下仕ン之主忍ジ)1:2資子誘導-:-J';;:，止め

には、投資に .!;.izT-均な対外防総括台fIとこ 1 がJ之、}lであく~) ，かし、北朝鮮は、

"ヲ l 干以丹、従:斉キ;ド七正戦日告を tt;~ ~ ，'~，がらも、そのよう士対外|場係を恨江主ヲる

の;二安敗!たう Lーの l原町かも勺(工っ北京i鮮側 h あるとはつヲ去す.~'. ;が、結史的iζ

98誕津主:E.，~f' ftT: i肖貿易地'17，;投資相誌会寸凶功利WIヲ再調l1ii~Si.

uじ乾鮮 L ニ スL夕 、J (1999キ )-j号八百i円、

1己が 00:，6 ，3比);): 6合1 ~ 184J 
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そつなったこトぷ、ネτf均町一区町発u{(こんきな烹影4与を与えた乍臣家持次てにお

込ても、 到早川、業幻次}l_'，)お1込ども投さがあま

ある

市，、「地出の七~Í'6卜ーの設定~": ~m ~tがある、と，ろ二とである。これ手、 I\~:J

易地し~J ，両'j [l;t:; 記こ~.J， I 托、合 8，な回禁交;tL1;~ 占 "しとの i:!}晶子21いう h

{'考主-}-，ょうっ

1 i I 貿易ÿJ: j-~'J .:しいう可訟位である

に分けて者えられる。

これは， 1 ~ ))1げ易.J!: I 与緋制易」

ます¥!内))貿易 lじγ到Ifliで去る、羅汗先鋒j生J得点" 引 い 口の校?立地JヤJ

にあるグγぐ、ュに司j魚キと ;:;1~:-f~~， :J[:車1]鮮とロシ γ 泊」ぴ )~~-b:1 グ;-[Y:j ，'ò ~_J と!，、持続 υ

ているのそ L 亡、口 :"，'T-! ヴ)義士兄也苧は 1也γ な ν 、のど、 HD'-L~ではなくて 1:ょぬを

粁羽ず也場甘、ィヒ申月%下ルロンア罰の貿易h辺、この王也吐を通じず1こわ7工る。ゆえ

に、 門シ γLの1羽係，こJ4L、亡 l士、 5差;芋-t:0手段干すー;工 J王1:3:':~:町占 B(' な出f立にある

と百又る日二、昔、、、中IL:とグ〉明慌におL、ては、そのような 治~: L~ HS__ な刊1，1，'"

にはない 3山 uの捜検地帯iよ長、 羅津先j草地帯上fIも、南古Ioの新*+1がもれ

J 右手"な -f~嵐山あィ九 年~lVC\; なくと陸f告を利用する場合にも、寸ヒ籾悼の ~l -1仁

地])'と凶山東北三当 l田法江省、六ネト泊、遼震と，'J0)出1(/)初がじを処エポオる字詰

詐/'jl'.つ/亡し ~-::';tうる lυ 勿論、 ごの機百三心、 すで iこ呆た LCいる 1 析しく託主主

ザうるのは、「輸送絞 ~:'1表備 L て、その機能告も-，こ円滑L させること/つ

v、である。

:えに I口r.!t貿易 J (T)叫闘である， fli'il'元誇地帯は、 l判 中 門内接境地宇L:

にある間保ご i中継汗易 0)可能性はかなワんさ''''-. /:.:/.、それは、 If'河 中

了?の法涜地市」とし ι う決~\とし t~~写が連+;9、弐せがらな「ノ\?色C) 日 l で~'!~し

ではない、 l税 中 [! (/)j苦境地jτ !~ d っても、もう少 L詳し¥その司辺を

分tfj' てλi才工、「 第一のカ町村 ヰ をr-i指しう Lほどの--(，:'+i11.条イ牛を持「

亡いる J:iJ:了7えなし 1 かな刊の数}) 'h弘主苦'V"IC~ン h:売 L ては 1: め E 、 Lゴ緋

1:; t:子、その物iJli'c!)I量Jがどれほとになるかl士、丙l企のだiJi与さ肢の科ft

程済自:注援の押収--.;..，る《窪苅的Lli、北朝鮮 L将にその東北地ん」と口、ノア

のブ'iモ"ス干 た万 L汗:剖 I ι の問の物流を処l~ する役割j を担え ω

什北朝鮮の阿部地ノ{，こ μ' Iiとの ~tvúff， :玉、思平;た誇jjIJ，干fi¥'''はと r 亡、新兵州を

詳山する。

は、}こさく -'~，にうj'-\ -tられる ~~j i:t対外的現悲で、 l苔{[自ら

l; 85J えしよsn':f)'3un，IW)?
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物流を足 fijlす/主権能をtE:iこFができゐ♂うまく Fけ!，J¥嘘亙トロシ 7、中央

Yン0_1'、 円ソパの問ペヘ E 本と山河幻東北三昔、ご~. :-.-汁ルのlInの物I1111Jく

ら'.'1>YL~宝するこ J は ft.5fï でさるのであるの

この k う;考三才江、 I\~:J h地[XJ !: Lての機能l玉、 i三朝鮮が期比している

ζ うもパフ色のものどはないが、 1."、、かな:')r!) n副ふf をね ている r!J口と

心J"

1$品山 lJ~lて{也|く J 土 1__ .c <1)可能性である 北軌鮮の l東部地方投資

n与のに「同心」を将ιろ心国家(手、王に、[I本であり、紅巳u投説家は []t、の

企業である r本レ Lては、北開鮮は 1:;~:~，::.凶友 j とよりで、 l 戦略自主 H古|詔係 J

を持勺て 1、川 -f 仁て、口平~I) {R-業:耳、条件が ~L( j' fL::f、オ引院内'，';j"l敦jJ，~ 

天然資指~ ，~. i吉N=1I~ ':.:、説争)J ある;%j品を f~ ~)亡、北町新 c"J外\持ちW !.，て J二

か[['4、あξい以 7 〆"フJな lし;守灰ッ!l:.t るか、または、み籾!~q:- ~J王子;1 J 亡販

ヲモオる二!-を矧持てきる，j6 レこ~，が、}じり上うな r:j 能性を実II 寸主には、:'&Ë

戦客 て-Jミる註Lじ、円本，)~ (/)政;日町rUJ係ドマーいである もう つは山1-_kJ自ら

阿部3 で、内部輸出摘が戸、ν品、立いあとごとぜあるつ間三{工、鉄浩一 タl亙が老朽

化 LCし吋ので ミL在。)1+:、態 ('1土、'_::1~f]- :"~物流令処理ごさない}

円梓ア司と中南 CTì -*Uこ三也、モ/プυ'7'宍は巳弘行 ;"f:)-~f:年より、 1 庁会什 l チ沼田 t

るjゴH，-企手l である

，1" 梓11の場介こは m な"亡、巴本ヤ:1〆ア、 TYγ ジγ、 ヨ ，ノノ、ぴ)首;じ')

物lflh4 、主在訪~t0手:J-rIJ• 市を、苛泊する可能性がiミ c._ 

柊孟釈とある内プジオストク i)>"f':jL!-Jされ仁う 3

手 .~ 1) Tf長引主主i角 (メャ!と! の

I ~， ど雄三司五J が怪治的にしかL重要であ Ziかは、民主の[，本グ〉交易相手汗

見れu:、 ずくすかゐ内最J立の H 本のこと法な 1~~{易相子 C~ ， f{]る量が人さし相子か

ら椴仁、出子 、 アメ!ノカ {Z :、時;τ 3I、{-'i湾 41 香港(日}

イツ(1)人少イ'.'/、オ ストラり 7' i. 8':'、マレ :~ -(υl、イン!ネ J

T (l仰とある (1百本(i)質易動向 :200::，年 h:~，!、 vV'NW.J c-': :'0氏。 p.:'w()rld

/::;l ，， :i::;~i l''5 /Jc， ~a: ~l ~:d t' ;!.ψ'J5.'xH な!<'<，世界的い将司想域内大きさを誇るイが')

ス、プソ〆ス、スベイ〆、 1$'っ γ土台 l士、 fl本に止って、韓凶、ム、t吉!;tcrう

までホな、、タイ、 γ>-::.， y J: i') r つも~~い柑手 j である内そ-て、口土;と「

ご、人口干'02ぷ川万の北朝鮮は、人~-_] Ar~; /1 :~(l()万の味ι2:， 、九)2:~(~(~万円台湾をきfきす

i-:_， i工、治イ1日守にかな :'1重要な刊1Iーであゐと言去 る

1!i初閉においては「涜粒J の人々の構買力が悦い円で、現地での医jt;のごニ車

{立小さ 1込は寸であるが、開発ド進むにつれで、 1M-;也0)人々の跨'W)Jが長くなる

の ? 誠治"("内販売の比重it大主〈なるつ

~::: '1'字00:，6'判 9):e合i ~ 180J 
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沖'，1:1千iL掃工円、TI:11J ['7 %-ン汁シ J の方が軍主はいのp~耐の而ケ{止、丙

1-111)'戒の芸は大きくないが、バJ山こその周辺幻人 lが摂J平)tf:争地帯のJ;tj:L')年， ， 

v 吋七初鮮の最人 J)人ι1¥:?/集地帯 Pある乎主張JそのjoJj!，!: I:'_~-if:I立するのに元山町

んがはるか L~_ U:fl.iである口。

このよう L羅津jγ 鈴村止i土、 ，!tH易地区1 1 L、σ)r:-;--~t';~! はかなリんさいが、

「輸出!JU-，-，lId?;として(手、北朝鮮民|勺だけで見ても、 ;C:むより劣るので、そ

のE11二三は jl~'. " さらに、 こ<1)ことから斗誌の如く i絃什目的な

シしてのリ出悦 (~:f止い〉言わず匂を 1~ ないの

弟てに、羅:求光 ~ÞH~~: 止を I H)j I ，(開廷する努)Jノう jともi と治った、 ーいうこ

とである。 l主i斉ヰf:;;:予防新じようと 4ゐ湾、状泌が二ければ、同家的たす!であ

れ、 i京別企実の:，:¥元ぞめれ、校子そ家:/1耳↓れる}そのよフな域fTrl土、 U らの大

きな符1]がな 1，も、，，1'>);は 1，;剖て，"，1'";る Lか〕、そムと{ぶなし叫昔台には、日

片山梓当じっ努))が必要円士る 伊]え ~i、進路な?と 'U会4;ld~芸琉誌 l をき事情ーヲる

、手 ? 一一一ト 7 こし('/);'.; ~ 

[か L、摂津先j逢特川の場んは 外子その語放がうまく進まないこ jが11じらか

;ーな二時も、す仁申円滑炊附は、あまけ?:(安全F.わなか J たの口力 P伺号きずる「詐

)J が伺いごとは惑か℃あるが、 1--1-ド終貿易地川、 i総作目〈Jな[1:~父ìP拠点

として開発司ることを悶おしているなら、長明H~.~~tの笠情むとに相当の努力を

y主くべきでみゐ 軍隊な:合動員していろいろなで本、 E主設苧業合行 て'，，'，る

Jヒ粍鮮の主事情を考えれば、事業の堵'1ì~順位を羽笠寸るこ}によ )T 、荷五千宇古鋒

j符[互の基盤強設の登粛なとは、かなり J+世できそ与であ 1"

このように e よ朝鮮が最初:1iELん妊治ヰ:'T~，_~ てやめる請ï~木7d~平均['μ 、"地

fごiすから見れ;之、「輸出t:;l 地ヨ r紅、台前な Fぐ号、交流f;!~ 占J ~: Lての円能性

!手紙いがJ貿易地tL I:LTeハ4 副吐はかなり高い そし1、その(;.創刊を

吏よ見きせよスとするなら"了、投資;友好a;，:tt ，t;外|可絡を骸或 4る必要がある一

~~ ?う札、 L朝鮮はそれにべ成してしまっ丈れ さらに ι そuつような:x:兄で、引 fy

基盤拾~iH許認刈9-，1-るな i ロヵでな Fべきこ ι 害指泣すくJ こ L に女J しでも消極前

ごあコた このようい ν:':'-，;，霊平光5名付区ク〉制定はあまもi 送んで1 、，~いのであ

4 北朝鮮(レ [:i4'々、の日正 門 Dま肢の貿易'."，、 w えるノコ景時守 l;'ンドョ

;ポy;JミJ山内tぬが ;'C::' 事I!'ポ」であるにタを苓出すれば、応111がれ本ト 0)

，y.'b奇交流で持つ税庁 o守郎元?主品二

l87 J ，~t[J;sn':f3'?98) 113:)の
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ζJコ

平のよう三分析に恭コ芝、今までの失致かわぬれを得'"干とで以後の杭町、を

きえみる 1- まずは、社会基笠K~誌の十戸備な 1 、日 )j -:"-c~ さるこ~: 'Kf~恒自U

ド鮮 J:1 1•， なが与、投資L ん(U自7な対外関係本町Uitz するここカど三重要であω よ言ミ

る、そう 7るこ J こよ川、 市仁曹と鮮市が沼井 7るは (~>-C'はなかろ与が、 I-r.在主/

アの物流(i)宇都~:!として売要，}-~己 IIJ 舵f斗は光う?にある。

3闇 新義州特別行政区

新設i河 ~ "イソコ、 ;の!jl([lァーでお î lJ~， îj '.， J は、、jァ';X- ~I/";詩(/)!.詰'Xc:IJイ↑抗とし

て鴨緑fGZl仁あふJ 向精}土HI.G寸てやありも人ilZ約e8万9T 'Í~1 [1991年基準]

lである。 1~)C6守:ー京義紘が問 lffi L、ユち苦言.I¥.(ーなっとから、主連ぃ?を民Lむめ、

: 914年には1μム北道ぴ)埠'"が斗幻刊か O--，移って米た c 続t.;Rィ下σ)I 日J 下う倒じっ~~LG ~I; 

市ぐ円未/とEXだな貨車?々行っとお行、，i財力上扶情を 2君!て中J玉、 I三ア、ロャ

汁ヅハにつな.:，{.、-c1./ lて、今~港 p して/ゲサ主主〉ル持ノ"

1じ続鮮は、このような有利なJL池条件を J古，q::;~-c、試義州を主主持詮Lくのだめ

の拠主こし、守成 L よろと、 2002it.:: 日目 12 口に特 1~ 1j下J 什令と L 亡く新設什 !;q~J Ij

行政1'lを指定し亡、最芸人夫会誌eiff安司会で政令 して(i:li義州特日1;1-:政

::<基ノトU--"jJ~:公抗J ~.た て ~iTi土、本土日草l! Ol 'i， J 及乙吋刊1 l4引からrA::-、

一ず!、丸、屯り"

3-1 作動の4奇想

では、新設州特r<はとうぺwJ;-t;(!ょうド持怒号ナJ 九の伊、このこと右、/新

ミ豆川>j別行政区恭平;士J を中心ドして考古ーする 4 レにする

主ず、事;'.:j三川持I支グ) 1'1ι柊 はどのよう ttものとして戸構想されたのが、 " ， 〕

うことや見ふニと仁 1る ふ義州特入 i土 斗際日 J な舟届!目、子{易商業、 -1E

jし端科学、娯楽、観YLi1h ;z ，~: Lで設定 Fれて二、ゐ 1鍔l:i条".則。

ド 『 、斗百科事典icll [http に

芸川 IJ の項目 C

'19 失i平山すで丈iJ句 hιム D:i/Viw 1，v.~nik{l rε;;..go.;(r / [ J ( 

i: ~113 0(: : :--{::1雪之は、君r~玉川特別行政|メを戸漂白りな宅融、貿易、商業、 J一業、

~::: '1'字00:，6'判 i): 6ヤ} 18らj
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流l 、亡、 J正義1':'1特区以}のょっな i/'動体系」壱持っとし石のか、 Jいっこ

とを更る予と l二9る

きち一仁。抗議州|汁ι刈 1，中長が巴Jま営持するわ"，な行政lll.f ~f_ である(第 1 烈，-.1

杭表刊は、元々、 j己朝鮮の 奇止めな地克行政単fc'である「道J 所属してしけ+

が、低済討止にお •• J:する際、そしつ主民主を問索~ ~C ， I i昌 1: 1τj紘ごある l[主

将市 へ宍橋之、せたのである一

2与 に、有j高州わ1":土、帳広いは出格j子 r ザヲ特殊な1';1主ょιfげである 3 ウぱ権、

行政権、言j法怪で但!ムぃI'i古?ををだ) (第 7粂，，:これをもう少し詐 LくJ.!.

之二!.iご1る

対外lぇyちと I可Jtg~"'ご、事!日射けと lズ:耳、初;t::j:，すはず外事業を:1 去るので、パスポ~

トル独トイド発詑でさ泊 k来)ν ↓ペ青 lペ旗t，...{:主1:1~信ω}.， :I:'" 、:þq:)→人

も!士J互になりつる [第4リ条 r，.，

立法権正:!，.¥j車し亡、立法権:王立法会長う持ち::7'、川会、目、その議員伎は 1，1

/'，--(¥彼らはねi百投票c'.li~::i; ~戸れ(第出来 c 、ーの紅苅は巳年 C ある、第{目手、 ì .--，，' ~ 

先端科空、 Q;q5_~i、観Ï;地イとし ι 作 ;')WI すよう!"::-4る。

:'1 ~告 1 条 iJ~ 読 ~'H特別子で政|ぇ心、税鮮民土土詩人民共WI百円二縫っ刊で決 rごれ

る持株行政単fずであ/-，):. '=if'氷l三、新設川将別行政:;<"，-，ロλに道特きせω

弓2 第つ条 匡活どは、 4丹美ト:'I~:r 別行止又[3:，:.ムLj'士十色、行政権、司 f土也を 1，与 t る o

;/~ ;:;条'予告づえ什 l特~Uî政|えと|対運 た外父 5業は1':'哀がわれ事i;Jli;.州特別l

行政|くは、レj:~; 軍どが委任し:二宣伝 I!Hの中で日分ク〉名義で対外事業をf:、新設州

特叫行nl壬読み幸治~ 1，，-発給古るこ!~ 7){-("きる

"第00条 析義州ヰ:':jj'li二政Pi之、税鮮R';.-i義人民共河南町同卒、

L，j -;-ゐ油ドロ甘のlL等、止授を;吏叫する lL等、止認の;吏凶桟I戸{去、

早Ill-:，:jfl，(jズが決める

同棋が{更

防薬川狩

，>"第τ2条 ト1義什l特ヲ:Jj守政区内住民になる条件は、次の通 :'1であるー l 訊

主主外特~IW政上くが悲H 織きオ ;!U計に「人件 L.- t: .~ 2. ttlJド公民j:LCよ，衣川

特別行政Eの要求にぶって区の楼院まと以企業に就lfrti.~. /:守 J 誌。外亘ノ人(レし

て合法的な*~業を子弘、己主 'i._ I咋以上尼住した長 .1 最高立法域判 L最高へ

只会読 または長宵が，if:!主[たまー

.，，，議行o 条 _ù:;';;~-f~、設は祈義川狩旨1j 1寸 ilz;えの立法機関であ ξ7

i去りす行浸-9~心、

'，Ii'穴住は立法fT

第6l~年 土U:士会設(!)京日数以l5人tす匂 :，J!...法会誌の設買は、社民の 般的、

、i'等自久直接的1室主I車問によ l 、需品空投票に之って選挙-9るr

l ; 8~JJ ，~UJ;sn '>3 <~98) I 自らS
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.JLj'央会読グ〉1在日以、ヨ絡に関ら「、 J正義州中;-[Iの11えなら;工務めるこ fができ

( ::j';t:2';主I会J

行政唯 r 間寸主しと、行政惟l二訴まま什:~'丁[く;:+'f-t宏司る lIr-J，が行使する{鰐1'(-;$

資拡1:;社jii('、

~Ji'士権 r ↑詔注して、百八対iti二裁判所が担当 L 、府以内裁判所が最終致判礎i詞

ある 1第98'長，;!。

そし亡、 特殊行政斗付:~ L， ，( ~i)安正'i1 {，ン倒産 <;1' ;;:，丈め、 υ以司i倖干宇全消市制1]1ぽ主守宇，川主間Ft立士、

EでZ引寸'i1:".f第3条Jド町¥、 吉部s1.乃)i長封1律4宇2をF除?いて(は立 も校可 i法正去~í津芋を J童用〕ない 千付すE川t第ク条 l出 ο

まfた3二、

切E誌白、 日〉よ~，に 1:1;;;;j 、 C' r Iゴ;'Ii様JK許ず干しながっ卒、 中Jjこ政府は、事!日安川

特iベを統制J寸1} 1 '-C-二エt:!fつといる 万なわち、ね~， jG')政治担臓の活動を許

れ〕ないで fき当初条1目、特区内外交事業を ~~ijが担当し[第 8 条八防i草事業

をも出家っすL当し(:;~ 7会、日、非常事能をで布でき!日:1条}口、立v央会誌の

い節目;長 e 主主Aqu〉立法会二之内佳烈:d::，i年である r 立法会議の議員の任il8は、

JLi:長会ιJ更の任期引が 1 であるつ

:，:， ~先日予E e 立法.I-';fI認の夜討に J4、むi立川特別行政iえのた五U，，[ j，民 rrなりうる J

杭玄:FI特別行政R(7)件氏惇芥持つ外?司へも J件、会議の議員 f なりへるコ

6S第76条 三.~;は土庁義州特別行北区を代表する長.~;は、自分の事去し討しぐ、

長向 ¥l.;'去介入↑喝の，--"に責ドそHうリ

とお31条 行政行j は胡 Au什 f寸 ~;IJ 1 付、;ベC!){j-tiイJ帆 r 民間 t 、土t;::;:Ht:p::，~機関仁

ある に政rrTC') 責任~:よ長p~'Cある l

υ1 諮問条 ネ7義付特~Ij行政庁でJW判事業に:t' ，一心監註 l二、(精義刊将日l 行的)

止 tt判所が行う じ正裁判所は最終荻引J諮問 Pある仁

第三条 l' 家は、事，'f~"t州特別行政|九グ〉法体制官を 58it=， :.U:変 n~ ~ミせない一

リ目U鍔 2~: '同義州汁別行t夕、は J二b 、明鮮民主主義人民共剰1[1::の広祐、[サ章、

，'"'説、 ，.1敬、 H1市、唄潟、議立、 J4家宅t♀:仁調-J-;5法院存ド;5':~，亡 l土、 11包の法主児

;手直用 Lなl\~ 

;;"第 G 条。判長，:;.11~主主義人民共和斗ク)F'~ 問、季開会、者、 J央決!デjは、副長

什ぐ寸7;Uf 政トベの事実(::.r>G寺!ないJ 新説州特別行政|くに人買を;:，11:~ J宝 Lよろとか

駐在 3せ.，う J可る場合には、 J¥'1'.の町長全会げなけれぽならな 'v"(，

出 笥10* 間延:ュ、事;烹什l特別行政戸内で1:ち戸ての政治会H職の 1寺劇J や許粁(~

、0

66fu7;会 事 i 品川特;刊行政L互の防持事者 l士、 Lビ家がι斗;~-J，') l.j家h士、必要

止りは、事;";j玉川ヰ ~:Jr:' 孜氏軍事へ買を君主fユ芦せること訪す，，("宍るつ幸Fr義付特 \;11

~::: '1'字00:J;.刊日): E又7 ~ I ~lüJ 
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l十 f半をち芋J疋ti跨正さ4 之ニレがでさ (第7，1条'1
63、長片を庄司??す之}か解任

する (í~177 ヲ'~) 1.'.，，1' I剤lみで手元三:1する平ともで怠る

続，，，-，、前義州特討では、ドのような
l

経怖政議 .l"y英治L上う l するのか

よし、うここ0"'r~;;:! ，:.に k-9;(! 

弟 に、三首?千l):u)所有、脱出;陶注して、 l山、ー」地(立石*所有を法十干す

るが 1 第ム2条、刊、寺f'~"{;)刊特メ~:.: ;管，]lli!';本うえる lど314条;7' また、所業(手、

i也令官常~ 'Cj史λ ニj つで是亡、その期千百は最jご::f!O年であふ 1 そLこ I ， t~ i土

ワU5~~午 12 月 3 じまで使っこ(レができとが、その1Hコ司を廷は官二(レ b で iきる t 第

lろ条、，合 {i~-{'昔レたエJ走、 i主初 Jこ|有 ν ては、その権|担を譲渡、抵当、川賃貸ヲ

ることもで戸ふ す';~6条 l 九千二て、悩九 ~lí' 1-;' (!)日JJ+'に[Y:jして(豆、 r¥'j心構

相続権を :-~f~p宇一歩る [泊会'1;-1 

行政[:IIよ、貯屯剖;滋に社会朝、I.:i:;維持、民主投ii}JO)協i坊や安)1(<j--Z~ ことができる

64司11朱 7可永JZ、戦舎、 n:t;[:?反乱VJlうな苧 hの発1'.の昨、新設+11特別行

政区:こ:Jr'，:七事態を's'布令長こ止がごさる この場合、全国H刀:，盈用 4一る法張を

主治市る、
;" N'S741で J寸|ぺ l 古法会設にJ:;，択 Lた決定(豆、 lゥi:lj、へ1";]¥二法l町立J去機IYlr詰
託人ぇ会設]に圭緑1る 訪問 :{r.;完機関 l土、提出;~，れ〆決.!~(.，-A-r I~ .:::玉三銭古る

~: ?ト;，~ l~ ~C f;宅Ifざゼω こ」ができる l 登録 L な L で;，~ l~ た決定 i土、，jri:n>j寸コ

こJ姉?きてとい
J日前({条 e 長官と仁、 l:l，帯j:r，，:う 1特明行政jズグ)-:下氏として?→業技jjれあ件、

日三三 r)) 宕望的 I~'!J'，.-， -nがなり I -L 。長
j

科の任命と群1Jiζ最 I~-':J _Ú~~大疑問が行， ， 
引白 l~来合括主主主什*を引ィー i え|えの十池~~ ~ ;$}，~資活 l土、朝鮮民主モ友人民共ね 1'
内所白で志 ζ 。匡5まは、新義州特別行政区でー」地シ白 t人 ~U車内定等を許符しな

('1 
:'，j"S14';1ミ ::f，'l:京{豆、辛7与えJI'11宇野111政況に i'_:l{~.の開発、利用、管士mの権 r:R 寺村

ーする。祈義什汁別?で的、↓ベぴ)jiE支ま主計出lよ、副寺、lつ1手piを受:tる， I軍制定EJI心、

ア刊誌き;1'た定7J杭Lご11刊に従う

第:五年 訴義+1'11+~1J行政区町一地官官別P心土、 ;!.05:~ 1f 1 ゾ弓 3; cl iぞぞあるc

出家 l土、工品目 JJ期 i品;が終わ J た ikにも、企業の咋し込みにぷコ L 、そ心鴻 I~J

そ í~~ij>t:f:l置をとる内このみ持品、首、常に守三にいたイj 苅!な持T17市君主J〆り与件をそ

のまま埠|等寸ゐ

ヌ活1(¥:;長 門家心、常::1を州特別行政弐で ;j-a、的t::-I'寺たート池fl'flJj長}建物、活

設物をお湾、言貨、再賃貸、抗当 rき〈;よ:;， ¥'ゴ'，:'i;:--;-る。

行節目:壬:1ィ，.京{土、転:;+i;州特別行政1 ご個人;舟有0)~1 査を保護 L、そ}".こけ

1;1: J ，~t[J;sn':f3'?94) I 自らち
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第二に、市場に司 l車J て、尚品↑口怖の問題に寸寸る特別なマ富士一いないブJ否、訴

ミびfが経済特r，であ Q と 込うす.~.号や考慮す rll工、 f，~:?;j~ 業地「ィと金書111→観YU!h

討の上うに市場行十きが述ITJさit)ふと下恕される L札通貨幣l玉、介丁[s一段付I1τ;元的

ω l、市mftJ 。

弟ーに、企莱1主主ヲド院乏し ζ、投資土f.jci:iHï~ 1J e伶IJ慌がない 1-1、治な n

日由な作業所!敢な 'fof~1干し」うと，}- ~己努ノJ 会司兄主;~ (:~'5 24 張、約 srl';q主、 0'5 30条、

法:，1条i，一般従業員:土北朝臣千円人々や採用1るようにさせ l主品目J条'，7(; 最沢

首;訂正耕義;I:C¥区行政府シ中央君主院がき芳 Lてほのゐ l第2主Y

弟IE~，、対列河 f;iS : 附乏して、 i同税はおじ玉が独トイ ド決め ι (弟ぉ条}花、 ι

貨は記:~出な?に 1~:~同・ 4性へ写{， :~ .!::刀?じf; ξ，与~23 条:' " 

このよれ (-);1;*什持軍IJHfHベ基木法〉 l土、外ポ投資家が私自パ工、巧沿訴を

行つニシを~~:芥 tるう 5日iTIと「改革前J -C'あり、行政区状!付がかなり高い

示準ご心自治的土権It，~をそふっこレを許マヰ寸若々いろ当て¥l同治特区 を構士号

_' .C¥，)るこ言える。

3-2 実績

では、君i北川持|んは、とれほどの「 町立果j 号以めてえたのがコ司ι立川特いの

~;ð~;二/よびそ札 J~， i孟乃迫誌は、 R車九の多し』ー編の℃ラ?とある d 科部乃子~J:::をト

，::!る「担りき自むな構造や持つよう L 、呑議長i モデル!'，:1丈とされ。「自円特r<J

が指示され、何区内最高同任者ごあζ行政長'同;三コ匡系7干ランダ人精力茂ブ6t-f工品一

オる祁続権ど干?λ押する ι'-'-.主主は、車i烹川持活Jh段メ c1:'dlI，p，小有n財産会ι'-'-.有化

d な'，.¥。互の安全ど係わ、て1叫人所有の刻庄令礼子;"'1ωぶつシ，tゐljき令ii之、

そのロfæ:を幸~':'R す.{)

r 消23条 [:1")家:豆、新設け;特lJUlT jfl，( r{ で j~ 巨 1 貨幣生議E支箭を実TKで主る J

1 に ~!I 科する o ;:1，義-111特 ~1;1"::: 政 f? では、例貨を、配mなしに、殺ni ・船へする

ことができる、

一日第:，:u条 巨ij(1 、話芸州特別行政区，-設立されど企業が芸市I:~の刀両方を

採用勺るょっにさド ω 必安な椛神ーに l士、件:ト川行政}と~C'ノ T 政;下り承認をねて、

外F人を''1'スーと元十C:たるつ
結~~条 [:.l_;_::，-rZは、折義州軒別行tzL{-C~(7)勤労者の最1λ労{許基半-~:> (~t \5 ll1"政)

71二政 l千と共苅DJT:の訟当 (j)機関i>;'j-試し C決めるよう Lさせる、

7~ 第ワ5条 匡各えは、折義州特別行f!(区で特容院税i1i1;1マーを設I7させ-:0~問税半{弘、

事，;i:if;州特別行政b.が決める三

~::: '1'字00:，6'判 3): 6S!円 1'1つj
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て、そグア者訟をもノ f戸五台にさヤ之こト -r"あι'"".

:えに l 中被貿易 J10，:えとしてのμJ自性はどうか。調"王子l'Ii;t、中lヂとの長崎1m

帝にある関係[，1-ゴ継;弐易地[5:;しごしつ可能::.'I:~<刀な刊誌る'，"" t:.が、 ~:'"f'河鮮が

諒比「るはどでし、ない一もしf.ix)刀宇れ 11"、帯同と出戸ぐの東北地ン与、モシゴルと

しつ聞の物流を処理ずる 4 レを羽汁できる合

このよう;考~_ ;f-~工、「貿易地戸!としての機能(王、北朝i鮮が刃詳して 1，，' ;::， 

Eうなハミ， (与のものではないが、 L~ 、かなりの百丁能竺合持，いる J: :立汗主

" • .! " 

2) {Î~iL'.-"て、， ~!Htr i叶!j:l 地区 cての J可能?ふである口主制鮮に治HiJ.r::"T，J車

ペうど咋る R 的で投資する Lことに l 主1 ，(を持九つる;ピ家(豆、 T に、蒋 I~ と日本であ

;')， i京別企実i土両斗の企業でめる L かし、雨止ノ又 (F丙 ['.:JO) 企業とも、お，~1設什

を輸11'，方，1'地区(レ Lて.iZ~-;') る〆は??え:く 1. ¥.， ::~-4(の企業シしては、 ']4':こ

みい北朝鮮支出:1古)jn -;r:::~':' 7~{ 長信号 JTJI~:f立グ〉品 v 、レよるであ円、そグ〉次レし亡

ia、 t仁科鮮の八11"町立地キr..cあるト1売のJ剖よ互にある l卒Jl甫[+ンボ] にらν".ca:う

る梓i-;.[ とし亡 i土、持 l に iS:い北朝鮮 :'~J 古 1:地11 e'J r"l1"'， [ケソシ]か山川 J ム

ヌ]が予審十 IIRi止のZvリころであ灯、その次J しては、 It、(レ町長い商法

i寸/ボ<r:)I."C 品Ç;，:~j ，-.:flは、ヨ本と界11-:0令書芝が投盗 dる陀、牛産し

た内ふをすうち n:，しと日注あるいは第二 r~~1-C'張冗する ~'im':"~とと現地 C張冗する~

詑性詐亘呪ずゐ U:-fであるデりである、

しし、 I!4( ト担亘の企~二が坑義州を輸i1 ì 古 1 地豆;":..て考えゐ止ら、その販

売市場， Iては中河が想定きれ Jうcその d うな "J能性I式保く、あるとにても、

可[Jにどワても苧j半ク〕可詑士主土三ベて{是先順位が之、るとめ、元山、潤J/k、海州

南i者の同警がかな:)it，んでは 1，めて考え が々 ω よ二九主主、ての呼1，'なーでも

t5義州んf札jllj士，'1，1，己t{，~:なる可制恒 U:i元して高くな， ，口それは、 つのIIIHか

レ3言去る。

( j品干'J初対，JI (~(Iο[)/: ハ/お}

ハ韓戸t:(7) 場会どは異な J て、 n 本シ中戸三':)県北地五、モシゴノン(レ r!)官の~mj'n(~ 、

日義州を浅沼する可能 F が!，Ieいのょに、巾互のよ渋が不;J;-じされよう

出三t'-~;:lL手J魁仰!と拝 1の lt! fl~ ゲ J ン 7の;1r(の苅発予定地そめぐる協商でj

く示戸引る、，瑞干J京市;ノ G ~200tV12/~4: 合事会~]{: d よれ:¥:こ.-'_)'，-、ひょ、

後(:;.と同 J，，:，lt，十|メ O)~，子市市 C' j..:.i-;-Y取れることにする

~::: '1'字00:，6'刊): 6S3 ~ I ~14J 
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コは、「将吟自主J 削frf'C'ある。 中国の-:;~北地方 u る方より祈義

';'1ι!こ投資する)]/)、hえ]刀、とうか、 とu う刑認がある一 j引鮮が叩l干よ:]1突発L

苔でめるので e そのpで!4祈義州!の方が若+有fγごめゥうが、中[1;:令市場Jし

て想定 tJL場守、その申烹はそれほど大きくな、 C

もう 一つは、 l 位日fJl的_:-i!百円でめる すなわち、出匡のすfIj-:jしつ|甘!日当である η

~;j lj~ と[ては、白山技省ずる f企業には、あ心和芝日 l司市鳴を開方!(-.j- ~ (Jコ:ぇ

好的:ゴす止するはずであふカ1: ~1< C) IーすぐそばJ に技官し丈分業仁はそう汁

氏宇ゐどは舟Hキ L(:~ < ，.\~ -':Jなわ ι、続義J什~: ~豆町 J立北地ノゴは、投資，'7)誘致

に β1 ペー絞予防 L芸 L ある←め L\ll礁が三じうるの「、背ι荘川を輸出!;~: むと壬止し

..、勺
L手5ハペムJ には、負;'Elにな

中[:}-'-:は、払在州首-{I貿易地l三」つまり 物汎担~"して発甘え万るこ!~ (，-¥土

利持関係を民つ C いるつ」ヒ~8!!吋 L の貿易:ーは高羽な場所とあり、ィヒ申れでl乃投ヨ

枚jJ恥長し川いう条件ずは、 h，H止に対する肉煎レして投資でさる しかし

前義州を :~::.~;_:l:羽川ご輸 i: ~ 1;:工村民1:!i，--;[， f:l . .:.rつで投22するにはヰIj背がなく、そ

のき忠がなし h 討:1"l必要とヲる621カ)，:y新R'HIでt 迄Lこ持ち治仁之、要も、て

1けーよ Q 手l考古もないし、嘘匡平日卒、米匡む F に輪iI¥~，ょっよ:J ~) '~I t:;yをすじ続

虻で牛産-;~る必要も、そj に j る和 ζふもないリ北朝2鮮に版売 L ょうと -9 る芸作

も卜]じである υ 中ヨ e~列して、 ;l:r:河，fttを含めた H担の卦、輸);1，すれば良いので

あるぷ

;'" >l..;斗のす市「jl立 与訟で与えられる工，):!_~か. ， たど百占る 北羽生五が副読川

本経押午~'R シして考{章、でいゐ時、門同の示干t 基総埋が河城 ;):.1年間 L たシいう

こ(~ \~、応義川が;、Jヒ地万円競争相手止して泣J売するこノを持つ止いう旨を与

えたとつえるコふじ.)掌;iiを年?見!て、+0)後、北京i鮮が新設引な粋;苦特〈とし

と1d'::Jすると、?想空1にドlヨく、そしと強〈半生IJ'.だここは、キ尋試の;f'官ご』尋問

にR↓れるサふれ:ーついては、投資誘Jえのぬきの~~担ぷけではないとしバ莞方も

あゐっ 4:，~義1':'，1 ;7)洞荘構Zぎの中で ril~栄J があるが、件ゴ亘はそ九を沼れと(レしぺ。

ま:，義1'1が 6;をのような郁子すになう、、カジノな!-'，il.:t奈が討mにでさる場合、 I-}J

，"，の全半らがそこでγ 不え認尽すると疋れた、と tうここ守ある この内f:つ

い ζ以、r' (j主 fy二←ース、2(則氏ぺ 2/C 口、 IFChrTl yn川V!~ ¥':;009/10/行

ル芸，円。

州市ヨの企尖にと J て、 般河に、訂ヨから'，'てわさわざ北朝鮮で袈i?l尖を

骨ι)， i) '}がな 1 品 {Þi全う叫J 凶~， ，'j 悦 1，'，が、守山売がそれほk丈きく士いの

hi5J えしよnn': 13 '?90， I 13ら?
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このよ.")(，:片義州は、「貿易地!ZJ ，l-しとの叫司}什 uかな川あゐが、「輸Il¥力[

一地l王j こLて(王、 j十干jJ鮮Iペ|人.;i!¥Jで匡ても、ス， ';1 、問城、~!';:チ正問油よれ実

£のご、その可能七こは']1¥:-'.- "，らに、そのこ Jから当誌の如く i総fr自むな[t;，

交流f;!~ ，sJ と[ての叶詑七とも沢" 'と言わき ω 安得な l、、。

このような条件 C荷主主ナF を訂包土 L てt~ι !..--l= のい、仁右足じの競争相子 J し

て育成'p; ごとな意味するので、 ~j :，:，cllが1 、ら rゴく主計 Lたの、ある。

そL亡、この上つな分析に基っさ、ノトまとCう欠~bうら教訓 è"j年 c 以去の戦時

を乏r)_てみと，1、新義州を「総iH1Ju 地区J、「総合前な国際交流f;"庁」シして

ごはう、〈、， tf' 易地 li ，レL'()主辰させることを l 当 :r~r C)汗様， i斗ハ:さである

ぞれがうまく v 勺 ι;ま二めて、 l輸出L LIiIJ，収、 1約甘灼なl五 fてと父(，f(三三千
J ¥、

拠点 > Lての可能空会主i'Cも:i!iくはなし九

まよ:、も L、今ワ段階と1";f，;~~合的'0:.ヨ際交流臨むを滑走 L よム止す也なら町、

事.'i:f，;;:-什ごはなノ亡、 lこわ泊 を 'H 沿特区j レ~ T J¥:1'十一ヲベきてある 北J;i:J;鮮

にと ては、有:者は宗主アジアなど制対と，主流可。のに 警守ヰIjな1~!~ I吉にあり、

人 II計千草地帯のー百パ品るのと外いの行、業も品 ν 同，~， ;bj;'g はずである

4圃 金鏑山観光地区

会銅山 iクム万ン→ン、」の;也河で Koson父、r::'onヌcllon詑肢 は、太山山

mU:J'ヘ之: ご¥"，百l以め刊km、商Jヒ{主的行Ckm-C恥川、f'ij柁!，lk~':];;~\()ぱ(子あく』

R高峰Iまa出峰 |I朽ち lG38m J で、 工Jlそ山'1>!，:':1サ士側、外会州、新金側、出

子守岡げ〕図')の地';~r& i ，~ ~'J' げられる) h ~~~景剥が美しくも主主治ご l に引の缶詰 [春

ドi土合痢i七、夏1手 lユ注共 、秋L は風米山、 /{k止皆1子山J で呼ばわ ω まれ、

J'， 1ゾ耳、:.!-，:まな μ(1，1:'>:しi)J員i叫がキい[，7

で、与Ijj)不利[日ffrが宇:なる問国な Jc'] テネ耳廷できるほどではな?、のあるいの

企業が池内Zへtzj長守る際、 殺に、その二つの豆の正い[以ト苛前作?苓がかな

れ大さいこ L が士誌になるヘこじつ当で、 I-j-j~ 台北税制はその主う士判係にはな

'<' 

86 北朝鮮が、日，;-，(tが逮捕され λ 旬、も民一義丹の行成長 't，~'" ，!こして外出寸人 Ir'~'~ えよ

う」執劫L 努力L..-!こ~: :i 、「総了、Ú~) な町民:交流惚占 ;強'，，'，意 L、をJ寺山口、

るこ tを鶏わ1!る。
87 、::1口科事典).n [http:/.'¥V百 w，;，aVft 川 ιJ (主主

~::: '1'字 00:，6'明9)IE又i ~ I ~10J 
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このよっな高手"む司弘、 ムイヒ的条件を:言思して、 ~:::S~111地i立を非日光特豆 J し

て育成 LJうと 北朝鮮の最高九民会議常任委員会~;20nZ::IT:::O!ゴ 23 口 l 、政守

でゆ岡山iiJ1ぅ¥';1也1'> Y抱定しこ、 月1"円に\~-I.寸r 岡山長]光地 [I{~:I~;

二九 凶作?ときは11号;，;11 続1 て、事}/{の~ f;;'荒定本採択Lてい'，'

4ーし作動の構想

;-，ろ、Fふ

一、

合同山ヰて;::{はとっ作動オるように1主主t-i~れたのか これやく土、司u山観光地|く

ィ去、を目心 I~ Lて考署するこ止ぃ t.Lo

まヲ、会剛山河じむつ It.格 は土のよう Jなもの L して構想されたのがれ 合同

特|くは、会主主Á~:に五際RrJ な観)';'刈J土壇一として誌記手れている

v かぜ、先端科学分去のゼ済活動も許1ヰきれていることから i第21完川、ど

きるだけ包括的な戸山特互(レして?を桜さ，)ょう，.てい'"ニシがう言、か色。

続いて、金制山特区;ヱシC')上うな Il.生動体系」を持"亡Lリ、(/)刀、

年; に、奇問111特iλの亨業をお話4るi咋は lごJ央桜子地"指尋後四J-C ;VJ 

り、 H'. I})DI~警は尽ド目的に関 1). I~ 主いことにな 亡いる l、前;)':I:;) ，1'.:( 二れi土、

観世地区内事装を効半H引二五土めょっシする止置を現}" 

銅山)J の項円、

時;士f十トグ〉百fよiJ h~~~l'/:'NìY \V じ nikOI'忠則之 f 〆 J 
39最l同人民会議官汗委員会久 2004年 4)--129 口仁全削 111 主主うr ， ;lll 同法~=-'*ゴく

下-;)i~:i1~ .~) C)規定「主見方 A地β 管理岐開設 l:j:~'; 抗宏、税問班宏、出入W，定、在日

規定、 Jl;注視'主] :.-tゴち主将、 v 亡、 日月り R:，-=:..-ノ(1)ノitJE[労働規'主 外貨規定、

J 九告規定 務次択Lだ これヂら二")円規定し小p"ι規定、会計規定/~: (~' f;f 

択されれば、 0の ;'f土規定の4J志 1去とが仕上げムれる I( (j¥ンギョ[， ) J 

(2004/白に 30)コ

山 第 1条 チ;;阿III[担千地[ベーは、共有庄内，1、:こょっナ ノ三市 ェイLTJ:;れるホJC奈

川な杭光土ti!.J:iIでめ品、 (Nl:H計)

叶第:，:l条 観光地区い凶、南沼及び海外向砲、外国内正人、 1~]人、将同組恥

刀、投資 Lて，;Cうも業を)';':1ニトド，IJ誌である口浪花実1ごi:l校行委宅、宿泊索、民宅

及びi世守す↑τ設業グ)"う々ものが属するコソフトニ f産業のよう公害が '~-i: 1，. ， 

7C"~高科L千夜fイ;j f: l~門の投資も成光地'，(-r"可能 rある

、，<<第;)3iと 版元;Ilfての苧実に kJヲるか'[-B~j行唱は、以〉札波光池同行主筆拷問が

観止地区祈 I~君主問を通こ 'C ，ニヮ。機関、金手苅、2jJ1"は、観光地区内事廷に問

ワし上う νj る場合、山 l人こ記長光J~込花 i車保守J 叱議員長しなければならない仁

hi7J えしよnn丹羽8，113"::，0
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第二h 、三副IJlll特区の開発l二、中央間光HB:i宮神場開/，f指定丁ゐ「閣発謀者J

が推進すること』な vってい J':" (，:ノ，17条"~， j 下 Flzi何発章者 J か冥|恐の問予告

iE在ご独占的な開発極限b持 Jことん現ヰが、原発染者は、現代アサンp でめ

ω 、

弟 に、<:，::~j:J山野区の管 T'I i二、中矢蹴山花区指導機閣のFd専の I で!亡、同:1I1 

観光地 4管理f議院 j が行そことに l;:， ，-て ν 之お)会) これは、令岡山観光

地l'管理機河が烈光必1><:~!)事業千 'p宮町"J に進めふとしうこノ手立土し、、この

機河が樹;与の権1長を;?っこ(レを去仁そして、会附 長JDUこ区内行思考正日司は巳間

企実昌 J位、子，-!-I~王制定地込J~'導機|唱が社出-;- ~:)攻問どして構江主される 1 第 12条、l 引の

これ(豆、月号す:業朽であるリ同l代〆!ナンJ が、明 ][jli}ti1だけではなくて見fずる

過桜ども、相当の海おかよc\:つことふ干i~-) 

続

1治う に、 三J京烹手長段空乍計じU幻印fつ引)刈}げ耐ず前， 1有]、 {悦色崩に|同J対¥d.I渓是してじ、 '1.:¥ -ムi::J詑主:は主ι4斗家mイ右j主を千泣持一ヲヲ

毛る)古人 閃予発ロ染f折折:にこ漬i釘主若r.'，_"ご問守琵1己:芦せ 4ξ;てと iにこな ごいる "、点宇前:;l 4条fJんO 

誌 に、子治Z:。均速 u ご、週)-1-;実幣とし亡iよitt?1主性外貨手法うことがごきる

K第フ4条)'}':' ~ 

お三ι、ポ繋1ぬ 'Bに院運し亡、外出入 íJ"-_~示制特|ぇ~=:;~蛍-J る目、は、令書jl;ll

~:J光地 [Z~昔珂咲問乃承認を侍る必安がある i、第'(-3条]勺I

目的張。快う色遣いじっ閉廷は附託業ずj'í~{ ，;1t める υ 開発業省;立、出!伝説)1'.11:.1 え

:-~毛織問から当該f悲鳴の 地平11;日正を特約 Lともよ);t-)なけi'!ばならないp

州 諸12条 1 政党世L{C')管理l土、 h 丸江主党:也:，q-守導機珂 1])指導。〉下 Z"ii見光地地

主Z管埋穂区与が?こう。認 )\:;ji血r<告主主機関は、門司発業者がJ辞民 9;~)bk: Aè L-~-t帯民

守る 出夫昆!:'t地JLt言i易機|帯雨jfu蔑する成討も在日、心地区背理機関の成員になの

ろるー

泊三t~，llll持 [Z は、

は問附むある

;宗本的には観光liJL~-~ で忠るそ3係 P、符~;主政散に閉する士~i， :;J~

日第u'，-条 苦~-ì'一地区では転換刊件目を f主うこ t ができ ξ 。主主j勇利外貨の荷領

レ主主準貨幣(立、統7U主とiぜ士~t: 1;詰問j が，-'-1央紋7U主と{J-I~，導機関~ ，1-合ニ芸して実める

観)L地|ベいおい、外貨 d.日由:こ搬出 Z空人寸る F とがさきる。

9 諮問条:n~K!IJi L，.:'投資 L よ-) '!可ゐ主 l土、剣先生ilく管理機関わ企尖創設

承認ときさ設計 c:'をえとけなければならない 千草色iE承認定会叶た域{~(-'王、

まっと111資を L亡、害児光地区今oe，型機関，-金主巧認をし、当該機関の:m需れま示、

税J事そう子録を Lな口ればな h ない、

~::: '1'字00:，6'明i): 679 1"らj
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第FLIに、対外関係に院主して、タト肖は口l→にj拍L¥' i駐入すζ こFがケき

24 1';;)、調 x，J-tllr正に Iま説j乙池|ぇ官記lt~院が発給する出入7"1 も1警を持「ご'，， ';Li工

ピザな Lに山人 Cきる i第三i来i 対

この ιっl、北朝鮮政肘は、 4r-?岡山地域のイl申な R扶 .--t1ヒ的余{~歩、可用 L

七、その地械を 1主IJi:~Y '" 土して発尽さゼよ弓レしてし ι るれそしてそしつji~桂

?、円滑な運営のため、外山:技官宗に制限は芦れるものの、中、自立経済活動を:汗

f主化')る I改革古川なむ消政見合'+;1直し上 λJ している η

4-2 実績

む(豆、主制111ヰf:;;:の l実績 は、どれほどであるか。矛がは、 つの故当eT

見棺もるこ!~ 7){可能ぞめ伺 一つは、開発がもJ~J'である;- '"う点事反映}亡、

特区の同党がどれほム注ベ亡い句点、」いつ茶準である。もっ

発止措-pか";('れほど給済的ヰIj話が出るか土"ぺ基準である r

では、土ず、 i円司会グ〉粁lえJ 乙いう甚羊刀ら更ミとにするつそれは、間程

予言.1';とあるくR↓ fl~ 7' -11ンJ の l 閣発，1州実に河)同党(.f)進展中比較tオば、

判断むき匂つ現代アサン(])r間交員十亙J を安約すれば、;交のぶつにな句切っ

Jl.! j 1，:， T <j〆は、間誌の 1---~HJ，域的判明 J と L て、江4、道円高純古車、会制都、 ;.tt

川郡、売111布地!な主を設定、て'""るが、このだ j，主日、 M今、JFIかごう7t111まと的i仁Dkm

l 至る~，~ ，て、二のi也j吏合 1():会](7) I地内J iぅ 亡、 liL R~IJの巧むや f"府 L

つの'tlc:古'，;;-~_-c開発丁 rb o「海辺市J、「湖畔可-、 c111告RlJ がそれ「あ4J

具体自fJな配震は、〉えのよ与であ 1"

つ仏、特互の間

に

[#付金額山特区の地区別開発類型

11 己主~

日情~fiJ，r: 
唱城腕iぇ
府川附11
レ人J金""地じ三

型

二日浦地区

日111i'~，'コ巾 l'
山]定配地区

回手J町千ーリ

iiD":余来月三
同組j臥人

.，-;::111地主

マ立γ当主千世3
~ 正月

1向

%能川条'向的地域かんは危地区へ山人-1る同1日1泣か海外のInJ泊、タト」人!'

輸出手段は、民)1'.:It'，[メ管出I殺|司]が受給した同人示即1，舎を詳戸て I'j;'， 4'i~定された

孟~f1 γ お!、てど+1-'"な}〆 γ 己人するこ l が「きる 同光生Itl/.から共犯到の{をの地

N，仁¥出).，--9 ;~~とか、 iltの液光地からとi:';入司令松下記、共和円の 1 むの i也悦分三主 1 ， 'C 

観/i;地区へ l;l，入ずる秩!ろ Lt.日 u: こ抗め~.，;， c> 

99 ll:.-f-I~"/ -li-ンク);-J、)ムベーシ [h~~p> ，'¥V百 W.i'-yu ，~d 2. j- 2.町立 CO'11/J を一乎活

，~UJ;sn '>3 <~88) 1f37S hj~JJ 
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そし亡、開発を二つの「民活J に号、けご進め之:こ;-(なっといゐ。三体的 1

豆、;主;ピ"):'~りである I l'I.'

[# 51金額山特区の段階EIJ開発言十函

!弟段階 J の湖活:手、:?(ì(ì~;'--山口干の六千T 売を予定 L てい亡、 引'I"i-
ニク〉二又 r白c)

F~ 7iえが終わると?宵治旅誌で4600容宥がうと侭手れ、 2010~;ムに(王寺 l苦j 訪問手与が138

万も仁i主tると期待!./-cいる そ L 亡、 1 ，:主持 IJ~Í" J の開発口、 2011 ~'20:2ο年

グ)I守交をァ定して"'て、 この段階打開?をが終わる{レ宿 ;'U.~t'l 設で7::SUO科街地玄7

惰され、2cつii年には年四訪問苓がっつ{i万冶t=it-d-..z， ~淵μ: !..-、いる

E以、干のよ Jな升泥;十山μ、4司祭どれほと注ん Cいる刀、まもなに、第

攻守毛 ('i間当期聞が終わるか、残念なi:r;ら主主主に Jすする具1宇佐な資科lよ得られ主

v 、(])で L照代 T サン泊三三件的な r;呈半な J は公表~，て v 、む v 、]、正石亡な判 b円前

℃えない円ただ、連J汁A'，なま百閉じ/)格x亘を総{j-gれ:工、 ;:Jlilfjとお i):こは進んで， ， 

な"'ら~/ 1: ¥ 0 L ヵ L、かなりの主)j/frf ;:めるク〉は、~1fかである υ

~':x'" ，-亡、合釘山特[更ふらどれはと子二済自予 l主主が:土iるか、 とし寸基4乙からfeる

こi'， すムこれは、サ七年耳鮮切}涜代 7 庁ンi!'11を守口ごう示計すふ必烹が恥〈』

円者。〉示'i:eの l源泉 J 治す tt 辺自'1 な rr~'jJ-もあるが、そうではな ν 日行fもあるかっ

である

まF、le明鮮側から見ることし 宇品、北朝鮮1州、とっては、，}'3，1つれね、 コ

しつ利益ぴ)，血痕がある 芥月 h二、 i事発の過程 crm発染者 Cある現代ア汁/土ぞ

れを立援する評 l主政府に」る技官Tあるつ，:~~.代グ十ンは宿泊続投に、手存ぃ、i政府

はi色 j 持なノに投;~する子、そ<1)ー奇 í1}~開発色梓で府われる北朝鮮の労働五円曾

会 l して _~:íLわれる。これは、詩r主的なものではないが、司 "7\一同る北朝鮮!よ

L コてはιlのは人いな之 n

iI" r~ は、主持rJIII; ザメのt主誌を和問し l、行われる くV

川だと、 第 段?とJ内昨(!) 部 L口減地豆、温古豆地区、減ィ仁三柱2:Jを「優

?で事業Jt lL，土してJ主主~ ，亡いるので、 i 段階J ~して対併し亡もよ主'"'c 

~::: '1'字 GO:， 6':~SS) :677 」つ(ιd
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ある ニグ)_ì~ f:呈予いろ v 、ろな名 R に ζ 円北朝鮮↑聞に若干の涜勺ーが流れι，"1 ，.-と F

主u工、 l南北再三役家旅の悩:主 JJ)過干与でイ子えられる Iザレt<':/卜 Jが苧'..;-'♂られる

これ l二、不定i1;j8')なをのご 政;右目的な方向の-l;t~主主 1d車ヘ受 ψTるよいうお占 iよあ

応、北羽亀l+( と Jてι若干の収入ドなるソ子lす
'n){，、

許巨は、組お平写U) 1人場料 j である 北朝鮮は、間:~しキヰ 人当/-:'〆 7口ド Jレ

の人去最料そをけること::::.l:よっている il:" これ(手、観 x.:，~，，-続く r;J~ り持続出J で

浮かなもジ〉とあるので、 岳主守主ごAZ人とある

このよう L、北朝鮮凶1;:，手、会銅特区の河発 l主管;f)泊程でーっ 'i);原誌かっ

'J'とよりの手::bh;{jヰられる c しかもてのi~むで、北税制側どレては、ろ剣山地戒

を傾>r，抗lメとしてt/t-tt する.lH'に :Ì~lj に {i つことヵずなしげ)で、 iii;:: 民平副1;jt、つ

国主 主三，-;(_k;やさ Lv、五 ，)'t'C'"ちそ:

二た:こ、現代 T ザン測から巨るニレ。 ナる n 会?周 i特区内院予古 tレ j豆合「、 ~[:ÆS

恒常 iこは最初から回子っすI~::辛され五刀、、 Jl.\ペ γAト> ~-~:j にはぐ与ではない.. Jl! jl.~ 

アサンは、かなりたきな非主買をナ7去Lなけれはならない.}.2阿世の活紅C-，

当日主ギポ会主一盤iiili"5i{' (7) :~~次情には持政府、i)支長が予 lJ;-J，，'::れるド、づ7治法tJ主

シは、つ力 cあゐいわtj也oコ投去京を辺、'tL-CF.わな L了れiJならな""，-，まと、 i豆

惜の返軒 f持1'，政府による f:;-]'， ~!)支援が期待きれる九、子れは持続的なもので

はな'"-， ~/、安定 f(; な1(.)めでもない v ょっく、理代マJ)ンuことちてー芥亘安なの

は、社主光詳の 1~-'，{ ;f(できるド:'-.1早〈地や d て、 'jt益分岐占 時突破ゲることで

(;1 これμ、 H:斡叫倒にとっと d，、非 :-f，'¥こ伝))H{Jな弐人ごあ.-:;.;G 入場件を行る

まで γ北利鮮明治叶7うこと は、 今、制 UJ を杭光去二九!~ L， .r ;;是供 L その宥写立を開

発革者L 古頼ナゐこと 1<，ブであ心(そのィ士、清発送主者が、t:ら投支~> ~(観光地

込を桧消し、組:ιプログラムを 1り、組:ι芥を募集し、生れてきて、有発染者

心代名義ど1:1込;わりなえ、 人当た円 70:ルを ~OI)J佐世1 に流すノ i 持，みである。問

城特区内労働朽の弓 :y;-~ が、 2(1(6年みれル :2009主lO;-.: )~， tii立とある二とを写i害

すれば、この人7品料77fどナJ はと魅 )JOl0か4.嬰にう子かる ι

c? J:~.ít'l ザン仏、日oc〆守、観〉じず?の死亡宇ι[午をきっかげ ;:::.:;jミ抗 111観光が中断

される主で、:':jI'L川区グ〉閣発に98:3日憶ウ 4シ 尽相官トヲ1 を ~~n::f '__ た!.い γ

独 11:'FG;Cf害T あ;~ 地和照権 j をEタ生保-9-;~ σ')~:.: 70より億円オ午 i":'584管円)

長官 Lだというここ「ある、なお、一地平I'm!紅、汁可。:占的認しを、主釘175主L

.. J.-: (-r:原点〉半分である(ト'，-， -') ') ~h II日 o:u乞 11e.V引ぐりlr:iJI仁n 品;!.i:1:!/1< i:'lI i 1ぞd

Log&logl¥o = 1400:，8(;99884-~ 主シを左手与

L叩:J _~Uj:;sn '>3 <~84) 1f37ち
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留まるはずで、そのと、冷を包，}¥ z，"， ;J!光子ヰのをtがあるぴ(?に;石之ま

去れば円J子』なるかわである一

では、その出ュ;ょう子自主主 l なる矧完芥の数{よ、，fcj:tJ:":なるのか}現代マサンが

201O:!f-の桟工事有 U8}i手当J期比してい心二 Jかん、その水半なりかなりの手

fーになるノ位制できる また、現代 Y']-j- 〆 IJ 、 1: らイl 主主Oノj:6がip， 2'7:~時点一行

あると投1<，_アニ予とがある i出。そ 1 て、空際の説)\:.手干の政え~~ると、 1998年

に観光が旬、士って jJ川、三(州、年 lご刻、万れに達し 1刷、その持、 2(1(1"，.年までは有

干指之る傾向 l あ ω 。このような傾向を見ωf 巳~]fJ\~ア汁ンが別捜 :....iユミ心寸

浄 Jこははるかに正らないが、イヨ当のl可能tlは示 ν て'.'，るど言える

二1ノ)j うに、ヰ f'.{ーの係正FF，ーである北朝鮮側と院売業fである周jl、 γ'~fr /'引の

丙苔の示:J丘 OJW泉ど針並);'自宅圭は:えな kJが、 益三主要ど共通80な利益(i);:地泉i土、

「簡!ij¥)IV、J であ'，，)1) 主だ、観光の民j引生を確保ナるためには、政t亡P';lこ?7士め

られる支持かな《なるjE合を何'7F.:..-、、商業合~I f，;ペ}スで現代/計一/が田 J子iこ

ザ L る、て乙か十日、長ごある二

評価

北平i1鮮は、 2002年に三つの経済特Nを設置したc 千円二つの特l'では、最宇ノU

的行1 ，、羅津先j率先帯の招致から主主人で、メ川l主や忘，:;..引〉引↑侍=♀手る可百剖i~'1竹吋を品的よ÷とする

汁紺み許庁や?予戸イt様告，主主、》てL るr 料f煮を刊州V特亡ゴzのJ烏£i口1一は 「自;治古7特?亡ゴzじσわ7ηコ子形i;式み庁;y予戸取つて、

dそ5の「口土f刊ιtJをI

1誌E業f百u 守f'，守iAし」苅;発E手そE依積す iると杭帯晴許奇そ-]l殴Zつて ν白る υ そして、 主事111→ j符[玄と

院減特|パの}:;yfrドおいて:J:， t~下の一つの戦闘陸自I(YÚ:':七が n 立つ}

3
 

A
吋

害F:j)戦哨針変化;z、作同のや菜、民体的LJ4 ぐ近代グ l'〆 プ〉の投資存

受，-;へれ J三二じである 11)弓 羅津先タ特色の場合、 R本企業を土な投資家 r し

て包疋Lていたっ 手れは、言"¥)者そ才、 u工、経済将バ戦酪を安枝 4る迅千t>/v ，(， 

は 11> 丈 i ニ ιl 幸~)j (199ヨ/Ul，/16)1) 

何物1円転)dl i_?00(i/01/1ヲ

1:-'ミ1，引鮮への将司や苦言内投資は、北朝鮮側子先に妻戸支 J たの?(三戸よくて P 

，:J-，_:怖が7::仁 iじお鮮側 1:'_~ 1:之青を受け人;f.'， /.;上 λ仁出場さ刀 l十ξ)見交 ICJ(北朝鮮i土、

宇TJめは佼 7，向さとあっf..:ir-;'、経済特i7k，~j;l~i : ，~+する巳 A と未討の反応が:まはな

ルペとニルを背市、iLて、ついい控直企茶阿投資をそけ入れ毛ょっ iなった{ト

ロえる r

ベu
u 

~::: '1'字00:，6'明3): 67S 
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l 士、 11主1 ，1]の投長案件ご F に地苧 3弓トtt'~祐寸る仕組刊にな J どい/: "巧仁

朝鮮切にこ vつにこ ~:)11 制1 み川持つ和i 占(王、付帯 (T)続中l や存号 l二; ! ).:る、とで

ある l~ /J' し、このような仕読みに日 つの弱点、がめる}ーっμ 、ヰ:'T~"~ーの l 刊

住 対Lて外市から疑問が斗にふことである つまり、投子、五がo ;-rT;司、

共活射を行〆こる刀、 μ うか 1 いう}土が疑 ι)れやずいのであるれもう つは、地

j寸の間受の謀本afJ貢?干が地千百政府;あるので、中安市p)J(:I主張必要ttー」湯なと

ん除い亡、道路などの計千;&~:jJ置設ははら常情，). ;;:，必安がめ、て Cうような投

資には失敗の'!スクがある lいうこシである。よぺて、 jこ朝鮮悦の投資すi力が

紙い条:")こっ辻、、このよろ Jユ仕主主みはろま〈作動 ν 去かコた

ぞし 、このような符般か，-，牢'2!i: _北申ifJ鮮側 J王、で戸るだけtJ守が宕接枝

子守古る必要:/1なくなる方式を被告した そこぞ l時発業主J !"(1白正する11;にを

n t:_ I.H ~. /:の Cある。これは、 ι朝鮮側，~~ ~-c;手、自分が宝探 LC いる i也よ:

げを刷会索、守:二社協し亡、そぴ〉伎の同5K1元社での:::7.:資ク〉行起を開7企業主にhわ

せる方式である v

そっするじ経済的刊:古Iで、に朝鮮側~: ~< --c:土、最初から 1 ~主ィーJ になる

弓IJ述したよう円、道路の誌協な ι 同開発j見程 pも4ヒ続悼の労働者が雇オ)~'，~て員

舎を吃けるぴ〉で翠 t干に 1cるし、 子(/)1'及、れ白川、業が人犬、?室哲J71ゐと、 (1、

立の収得斗に関わりなく、 l;¥，動する|浪り、?手られる併1向害の覧会、まと、企業

じ1';収益じしょっ C占ニJIされるものの、一定J)l:;ft-でや業が系住民Jゐや業所得悦な

}が黒字を1引与す必

三番 1: の戦者ヰ S;j変化:玉、投資家の 1~，l~IHJ (:r，ちとる此主主ヰ特r，と Lて設定し

ょこと pある}主to.W*i争特区土祈表ノ1-，会丁[くーの場合，二、特;えの性格の設定が地

域の符，三Jごあまり介わな刀 1 った，王:羽山存r<(T)J.昔fv玉、この つの扇子Tとは宍

なって、}ぴ)iflU戒の立地条{7をよくf2.唆ずるものレなつだ Jじ朝鮮の口]詑叶ーめ

るいくつかの説)\:，資源的 ~'J で f問後元日ーしるべ弐とこのが会剣山抗土せである一

それは、知フこの対象 J してもねuっところにおらな vべ、正証7亡?寺町大出.<;-;'-l，--戸ヲめ

ゐ(レ vmきれる担ヨL[]平か令〉の拡をがγ、砧な場所である~. '".う"iから、 Eう

言えるのでるる

二1ノ)j うな~，柄拘変.ff'，があコてこ~y... I' い 前片したように、問先実者がよ長れて、

川このよつな生化が、どずLも北朝鮮側の 独乾J Iこぶるシ!.J.~言えないが、

当伏なが l 、 φなく叱もそれを決定てレ、~協した山 l士、た朝鮮坦;j. ミある仁

~::: '1'字00:，6'指): 673 
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その恨の間発ト i豆常相三ji!つ長慌をあげるよっ;なっとのであふ

しか L、 :のような椛町内右 lにかなりうま vバ1:*:1みや f心っているにも時打

らずそこには cl~ 課題J がHつごいる}札点 l土、 j改 diS~政治に上

品量警がにきい、と.，うこ Jである 開発j逼梓で、間売業者と[て作定ちれて

いる }~A\y 千トン j七けどな/、韓国政府 l i.体、つ~，-::: !ゴ童五よ地:'>cJJの支援が必

要であるが、ぞれは軒広との政訂7欧 1\::1手によって大き九五千守される。子 t~ (立、

北軌鮮に I~包持 ILJ であ~; :t:'帝大Lド政権と厘i~t玄政権<1)貯~，~ -:はEZなって、 Ilす

決R'j なむ持を攻る李日1，r;~専政権が村上長 L だに:長 会何111観光(立低迷L、 ついに

(主総光存への 1 1，主宰事刊 j をさコかけに~+-1 :t五;)J~1i~ に町"てレまったよーによ丸

去れているj(~ 

百草担は、 ふ ~)J 山特 1;5， 0) 戒坊の可介(立 IJ!六 3甘いはその矧光地lペとしての主主ノj

iこ丈忘されるので、河司守査定者である;J1ltアけトシが巽字になる巴妥があ色、，"レ

つ 二J土でるあFふ、、 全剣i山i臼J:は工、 干特主凶人に l 岳手喪芝し Vい、 jし，νL、百訂.-:i"0議ιさjれ1 てvるた

め、刀なりの可能?とを持"ご以いるが、エど、そのほ引っFが確認さ引たとは百

スない それは、来剣山4#1泌が l十宵に，"宮，':'<;1三、政行的持主、 1カZなく主っ丈

時nせ宇:;L;!J~上つ n

5剛 開城工業地区

間減[う 'シ、上の地区 c-1< ae只OI¥);:J は、 Dさ桔rt-iJ 台、「休哉線」の;三(

ある一記f主ii約1309k:riであり、人r--r~;約叫ん名で 1;09;年五準、、1'1ま特別市、

î~j 滞在特苛に主主くよ朝封。) ~i 凸r 円ク〕 λ都市であゐ 112 休戦線の i~ くにあるの

E、特?司この安;主ドイl申な主 1t.~ト持 て

I'J 鋭)\';写 "-"~O)銑軒ミョド;ニなど、いろいろな災発酌と苧件っす絡み frι ているが

それが半な~， r.\lとはョ去な" ' ごとに11' 合ぶ中¥;消唱の時間vこμ、むっと平

たな l 丙 if[ ヲ(k'~ ，があコ fもにも~わらず、両側がふれに ζ る緊張$~f可にかれ主

て、南」ニ桁;軒の人弊は全わらなかっとの

"市北交流事業グ〉訪合にl立、いろ v、ろなJ.t:、沼町話出力、11'同 4る、金払111銃丸

の#台、学乙山修ヰf旅行、教師のp;:'1唱などに政府が補B}J令ふ立給した内このよ

っな現'*は、王丈心淵0-_Jj!1tが品L梓ごと間業:i'Jベース;テおいと収益吐がある Jμ

~'7 ないというここ会示す、

円 Ir' ，:l:' 百科事呉 ~h' :p:/，' W¥¥'vV， :':--:ver山川j

(開城直結門 I の議 I1仁

L羽05J

T;. I 
k 

，~UJ;sn '>3 <~80) 1f37? 
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このよっな立地条汗を活用して、奈子治判慢のとめのitJl点 L して音域しよう J、

2C百年j]iI C3IJ :斗ヒ朝鮮の最高九民会議常任委員会iz、政???ど問娘一業J-tllr耳、j

1d詮定し、 11 月以;司に、間減一仁立た [~:i かをす壬功、 L と I ，j 続いご cのT';)!

規定別手択したi:，1

5ー し作 動の 構想

時抗わ1_，(:ェ，V;i作動'1{，ように稽注予れたか それやノ同似て葉地1><;主，~

円，】、:，.~ ~て芳繁る「ω 二~: ¥，.: -，tゐ。

まi¥開城町一区内 l性格 l 土~::-.{!) .-!行士ものレ Lて構切されたのかI¥ie域特区

(五、 r 叫同~At' :-~:.ム輩、主 .M 丙苦言、観光捕主主ーと二て設定芦れている{春日条， I 

I '仁業地iベ 主いつも私J円い亡はいるが、 l総合航主If，苛持iベ を指向し亡

、るこ r 泊t号かる n

続いて、同~hÏ'"5# L{ ì 土，1~'Uノ ι うど主 l ↑午政{芋ノ引を持 て1._.;.'-、か、

司こ、 r~~出，k>寺|への事業を総括す •• ::: j~ f-~~は r-j勺

( ~告ら主ì 1 ;約、他の古 J警は!立科M に闘っしないことに主っこ J る

これは、同i成可区内事業を3i'J;半月に主めよう'する=函を雪之わす

む"うり

k主主ゎ来"， 117 

(-1:' に、開法持|ズグ)院なは、同史ー業地|ズ者!i導機関ij¥訂r>>'=':-9る間託業者が1ま

ぬる二とになちている i第 2条、主主10条"， l'¥これは、 I 若手主業再 1rf独占的

13 法律の全文は :l~~p:/ /\"刊 w. L1 n~korf:l.1().kri ~ ~ 

い ， 車 月 鮮中央民伝(ムfYJ3/ょ2;1"(;.止、長 1-:=)人民会決市任委

員会ノト2í)í)~3-~ド 12 月 11 R l'同J.;¥:で業也出法的一i，'，規正 J::~_ 7'管理4投開設ウ運営混

7士、 fH入作手，'1J?1十想定ね同規定刻主lR[， たと報、直Lたじ ~~')"i /W¥VVi. kJi.; e.~(r/ 

da~a/do\vll; (l a(li ，， ~tach_ 7ワ引ムt<!.i日3口出 pcトJ涜い亡、破片 t乃 l、1止規定を採択

Lf二( 11 21 (ハ〆ギ弓1--'21) 町、 2004/(15/ 仙、 i 帯(立科域じ~{r J 0J:lc 

1" 第 l条 間l鹿二栄光[;ZIよ、 Jtl'l("'J e0足、によって信市.，去戸:~ ，~れる 1<際的な

紫、官易、陪Cj'!Ii、視光地域である (i-jJ桝

日 第 5条 :実記区、7)~事業に対 1 '-"，)統 附子三模;手、内うを L業地区指導議問が

行う ~-，! :.長 業地区住i算機関は、 ;重宅地区t{州機関を孟じ、 業地区(1)手業を

t::i導 f;，sリ

l' 第(;条;1，民間、 r'':-議所、 i-，r住民、ーノ12地iベの事業l一時守することがて sな

必要しょっ c.~__~~;也 :7 (T)宇業?問ワ[二う!:1るtjbfT?l士、中ノミム業地r<

指導諮問~:_ fi;j~訴しなけ ::!t ばならな'，-'

作品 L;ぞ'一業局L{J)羽誌は、峰三ぴ〉二土地を同党繋.(;が包告 L亡敷地?害対!:

~::: '1'字 GO:， 6':~(9) :671 」つ::cJ
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でc開珪の也限を狩っこ FをJじ》すが、開発染者;-¥ ，~~く現代 7 庁:ノ ) -r:あむ 1，-

{'(;三に、問中主将|メ~:)官 fIn.i之、中氏ー草地|メ作導1;1}.1到の ti-:'i聖心 1 で I 一実 HH:Z

:Ej理機関戸がfそっこ cl~ こなっ C'，，" る (誌 5，1、、第>1'、， ~f' これ心。 1て染地|、

皆辺機閣が 諜地F更の字業右1:龍一昨~f 注め ω に、、うことやさ、町、[、ごの機関が

相当の権:íJ~を J-çつをi安打す， -( '--て、 JE地止管;型咲院は、 tm発JE君i/えっ

L っ!，~:.lι苦言地内 j 苦渋トj ド主主的ずる成員として f荷成される:ft::24':;;::、者::26-t，)'~I 0 

kこれは、間発*~<"ある<.fH-r-I~γ →トン〉とど器民 地~~ ，~r> 刀晶、開発τ孟詐 f h7 

F なくて連企ヂる沼恒':'も、借当的権限を件~)ニシを ;u-

ii'::'i2'.-，，':':一、闘力北河じ主で:ェルのような 1-.i';J:河改定 l が実施され~:)か

;r:~ -(こ、と:+'手段内1肝心及Cf:者用にI可Jtg~-'ご、 応、 ;7棋は [~1~:家 ~fr -i-J を ~'f持

司るノデ、開発言主主仁竺イ与rI~ -c陪写立させるよっ;伊な.-，ている、主主 2余円そ L亡、

企宅泊助を LJ: ~.) とする支、司売業手千から宣活Lて干l'用十る 1、第ム3条1'向。

十郎構造詮設を行')-r~宣告「壬 Et孜1 る方法でj二なう一 一業池Rは、 tS;宍Ti在、

有楽区段、こ治区段、観光区域なレで分けるの

災!の条業地区クJ帯HE!王、決ゲ〉乙れた開発考室長二ir'1;'う l 開発業主;を止める宇

撲は 白川業地f:;;:t~{遍li!i l可がj う内

IS ィヒ朝鮮がj官主しん間発 *ií-Iよ、元々、現代マサンごあるか、 LJ，~&開発返程

E、JJ!1t'，T' 斗 >:q!j が単独c-r:の投書Ij~'-茎行できな u ミと 'I'J 併して咋き?司 i 池公司;

を「共同開売業者J }-て招'.-，/二かL、北朝鮮h それを公式的L 認めて， ， 

るのではなくて、 l以 EIJ じているムじい 向か間的ドあ 亡、 j 一手:J鮮 ~~:I と|高

誌をヲるE号、現i¥:倒 Jこ巴7内つヂとから子う!同おご占品。

、第21'長。一義;出|ズ nせする官 Jl. i士、」勾づ?一手宅地メ J~;l草慌時的指導下 Clて業

地r<管辺楼同が行なう 築地戸管I皿機関は、 一実地庁内運営事業J)lJ制止や分

持巨岩I]!ご出夫 装地ILt註i易機|場に報告 L なければならない i ただ、 tm~成 士二地区

心中の Ll~_ 開城市1:1.)はさ見)';';~:<波だけにじて、ぞれ 1 対ずる管坪は開城，cj 人只委員

主が担当する1(最高人民主主丸山託委日会が党*=~_.た政令、〈制排!\"，主土義人:己

すりuィ開城て業地|えが作 ¥1i:iニ1-:qことにえすしてノ h~~;):: ;' WW';V.(:h(!;ïpT~'(!;ï.COl r: / 

[ ~81':t二車 :L

~ 1 弟ゾ ι 条。 u全J~民営闘機判 l立、r.r'造業省がrttJ:~ち d る鈴江主 q から江主之 ~+J央

整地問指導対i引がli'おする構成員もJ一煮たjメ管理機河内成員lなりうるつ

第:!f)長 一仁染地iλ管理税関の責任者lエ理事J亡とある η 理事λlエ、十主主地l丸

首埋償問の5業主般会訓戒し、 J主導すと〉
内第1~条 司売手ずは内部構誌のjf設/)~.終わり次第、

従コ亡、投信企業を配置 Lなければならな1 品 よ山場合、

L叩7J 

→装地区間党総計画 i-_

実地区グ〉ユ二地利用

_~Uj:;sn':f3'?78) If370 
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賃j言lti'ョfiVρ平「あり、さよ延長 tるこ，.も pきる

貸した~，; rf\ 対し」は、 l折イJ!存こ相続権予(?~J苧 9 る

第1ワ条: まと、 n
、，<， cャノ4

I，"~ 1 ヌドご

きち にも布渇に悶辿、問 ~h'l-而唱は市場1而唱を当f1j cJ る 第 '11'条
L 

Gが

戸、?でヨ皆幣(ユ$-:;1実竺外貨.::L、ケレ γ プJ、 ドなど本領つこともできる!市

11条)1;"，5 

第三に、イト業J芝合~::. rY:濯して、投資icl手には、加l主及ぴ1拝外[司砲、外ぃ、iの法

，I ，，~， i~ 人、む，，'，品目成 I~{~: ;;:，こ土が可訟でJl-J:'i、双子そまはてまLtill"にか業の創設

千五千士、 t台雪共而所?、 二宇与ア芥「子品守，;;1再所片:なJ(，:"{!.円〉;設主訂i世dを?行二 l第

3条、竺7に灯 4松支2淀足言索言民に:は3北刺車鮮f-C内)人々 をt存採守7京T主、崩する ( ;弟手4初?ι3幻7条}ηε(、説五企三に!伺珂し

てi立、企業用 rJ初、限ヮi初、tr:業.+¥ん杭hl;j' などを納め々が、令業 ~fr ィ j 引率(;

iた税制 i'~j G'ノ f 腎ケい う1;の戸WJで(立10%，-'-Jる丸 《

十長及rY建物ん企業仁i'TI.湾もしくは蒋貨皆ヰるこ::1.1 ~:-C~ きる v

、お1'1::長・ 4害地「可の十位賃貸矧?17l土ートj也fl用シ発給~たEかi:'~)(I年 J 言

之土地己資対問が終わ だ花いも、企業内巾し込みじよけ、富山 LYこ一地を

ひさ続いて利用ゆるこ Lかでさゐ

山 第 7長 一実抗r:;;:さは投資家内権利と和訪中i思議じ、投在日j宮;二対<f{1恒

玩権令市~I年司る 投資家の財三三は h~:有 1 l: Lない 討会共111: 0) {.11.1止土珂連 v 亡〈

1 )右 i与す投品、誕の~;j' .1主接受有Lζ っと fゐ扇子千 1，，'!之、投資家と事コ協議活 Lて、

その包涯を焔つことに示品 n

~~ ，:~\40条'二L業民|ズで商品グ〉帥帯とサ fス'1"レ今、十実と共前，".:の妓|培、司、

実所、ヨ体内問 1こ収円引きされる所以内行向は、~':'~;[;1市場1竹怖に準じ、当す1円

泊合さ、~_ c ('ためる
汗第'11条 l茶花Kで流通貨幣は転染色外資;..L ク〆ンソト力 、なr本

使うこ.'もぞき之1 流ュ重詰常的結1.0;'~茶?本貨幣:ぷ、 I栄治とi皆川楼湖が白央 I

害者"11.1:(.1，'，導機関と ii意てi::とめる
/第:3条 工業主;Lf? には l石間及び海外 ríi~ 色、外，-"I~の法人、個人、経勺丈I認申誌が

な資 aることがr主ゐ な資家は、 士官 i也|川伊官、 ~:O)創Jlヤ支引、宮索所、事

務所な〆の設 f当を行うこシで、将司 J古 irJ) を自[~るにすこえ旬。業地区ではガ償力

採用、ー~j~f' 岡、 .f，~;，':羽{すのような分野で村恵町な紅、斉活動の条f'i を保障-~-z， 
~ ，市37';1主 計実は従実員には共キ:l:CIグ)人々ふ採用しな:);f~~.工な h な;;'告がl'
，¥t:i J軒殊ごと腕種の筏術者、技能了;ょ. 1て主位I式首理機均冷主 1: 口交ー染地

:7ifii草拷認と協談 ヲ両官;;l~:U'1 むのfl: J) 人々々寸華可Î'-9 ることがごさと

同第ね条 企業 lぷ、会計主二まj を正確に~. -c 、企業ラrr~持校、取引純、古来枚、

:tilん税な じり税金を渇峠に約めな (j;r::. if'なhない， '[業技包で企業JずT得税tは、

~::: '1'字 GO:， 6':~ 7'i) :609 
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第ド山、てJ外関係ι院丑 L亡、 ，'，f.:;地区には、 染地区1:今原咲関が発給しと

日人~II 明警を持勺 r，可:工、三.'1 ~士しに品人 il) まるここがで弄る(f(;28条ノ l加。

まと。一仁業地|、 C~(品関税手航謀しなく第333、、 1:11 、外貨 !4 日~ (.二ft:Wじ.，仕

入ずるここができ ωL. 手'hr奇も j1会Jーんことえまできる í~有44Sそ)I 、。

このよう (:.1じ朝鮮政府!手、 i羽 J在地械の有利なムL地条咋を活 L~ Vc，そしつ地戒

を I 総"的経済持I支 l と Lι 党展予古ようとして~.;;::， "そしてぞの迅千t1"('V円

滑な巡営ジ)i人的、干に外当1;投安否、に市;j!1{(土 rごれるも<1)刀、私的経済活動ん治性

化すゐ「己主草的」な絞J汗政策を実七九Lょう ιLて、、 {rη

5-2 実績

時材誠4特l'壬ぴの)I ~瓦耗諮 J ~は土、 J 

斗二 εが rきる つ:以ぷ、 問琵が為布S[j矧P問月 C あミる，~. う一弁守を「反えυl峡映L亡、 特13>乃「問

党 ~恥寸/守"れ司 lほ王(てj浅主;，ノ でLい〉之る、か J~ 1，ぺr，ぺ#恭=当羊争 r占あJ乏ゐ1 もう つは、 特区幻暗殺止措

~~ i)'らどれほど伴民イJ和件トがlHるかとし ι}基盤である。

でiよ、ます、 '1調会汁己主 '5"' t:， Y':::"ることにする それは、陪治主主主である<ll!

--\~1 サンノ l乃「日日詮計亙J ，:実際的開発の~lth(を比 11)'ti'~;工、判断 p きる " fe， 

~~Y~}->~!) r開発二11山u そ要約一jれ:工、次グ〉よろになる山一

明Itア'1ン心、 lレ利息.1m';から詞I此地区65.hm" ;:!uuu万問、にあt，るbO主聞の

iJとま平和:1苛のム 4?;とL亡、 l、部構造1i~1部門と幹ムー築部門、先端引等:伐材]部内心

;0% ，¥するつ

おお来 同{閉 Jt;践か fっ7煮たl;{(=-i:cl人 4 スclJ l即泣か海外出胞、~'!~LS人!'輸

吊手段は、 業地|川管川被|吋が-'!t給~_， t::'l'tl人言i!_~iド ~Hi:~-1ぺて、指定されたぬi告

?三ザな Lに山人する，:}がごさる 夫元Uゥ1，つu主的地iをから一染地l引伊出人ヲ

ゐ牧民、 L業地Rから共手[rc:0)世の地域!bd入『ゐ秩序は早121:'i止めωコ

:)1 第 ::tj条茶色区ハの搬入ま fこはこ，~~地主から有{司 ->\-"91 匡へ~P:in\ 了る

と;¥南1:1的成1司 令業FIF，、|什{芋に"t;:rU;J工1 る :~-P; 資 iごがて{立、関税今日武球し

なし」タト;五]から搬入 Lた物資を子 ~I) -J: ;J:宍fWt]の'i:k(7)地岐に阪売すふ場f?には

陪t~ ヰム 1武百平寸ることが P きる

リ第44条 |挙地[7'，..は外貨や汁 r"いj般WI'倣入「ゐニシ刀';-0きる八経営治

量りをして得と利潤土ての外の月'1~黒民、阿世'IJL民主人\，~外国へ悦伝な L にト年余点

士J2ι{正H~~-カ :""(3 る υ

出現代マサンのホーム.'.，'，~ w\\'\-I.' .1ハ è: lI d 日 I-~:~ 川〈 υr:l.:1 を参照。

L叩~JJ ，~t [j--;sn':f3'?7S) If308 
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「利用権“を f与と(引)O~Ul り Jワ和、ツO( l:3ffて伝耳に dどの地区打開発 1 若子しと

そして、ぞの地|メチ'，.'くつかの lド妓J)分けど問 ~Ë-9 ること~~T ~込 41 1ヘ

[# 6l関城特区の開発用途

bi. J:!t 刻 字貴

T場区.Iζ1， ~:;ni' ( ii(川 TJ.t':'.J

生活じく;.t!i: 3 3~m ( lOG7JJ心)

践;1(;~.~.;;Z ， ~) :mf ¥ I :i(口)t:'"

前北区有 J . 7~IJ 1 :;C}j-l-';'.1 

m崎市切れ l:~. :，n( 1，仙 ;7J"T'7)

ぜ;"cじけ:!!: : ~3 D511f { "lGC7JJ.<'.' 

金本地Li : (i!-I. I，'nf ¥Z()(バ汀)i:り

: t を

北朝叫械が「でム問先

ιUJJに椛川ドヲも平工

そし亡、間流持区が「 来地区.，""あと}斤を考査ずれu:¥ぃ '-:Jか丹互域の

'0で ，'-'--j品i，:{~i: ，が校レごある、その""京グ〉材結山百以は、次じ，)】!t;')子ある

[# 7l工場区域の開発計画

段 日 1ドE 同 杭 京1
話主企業 車i巨人口

年間!:1::性供
数μ~C到 (，~~; 

オγ 日?苦ポ五E
どりりJ.0'-2uUJ ミ古品 宅;子少 抗 l.:):'~ 手/:;I)U.::年

2iiCJ巧え liiCll;j:' 、の ヲニ i主宰型 可l'..J"'1乙

オt 円市 lSU"J;"ァ ぺl、北叩l事由?ヲ

当巳 段ち ‘ 2011'7 .~l~iJ -';::': lC('I'、人主業主! 勾，r!)杭11-;1lぽL 2011'7 

;:':;: ，キ伺 。りU T;!~. : iLt{' 削-)~方少|

この01[むj"Cは巴 開発手}、さく ft!?苦にう示:了こいる 1:)

主:まで 100JJJr昔開発して、 W(】のや業昔誘致して、

第一段階に心。 200}

)jj1;の当働者本雇うこ t

をFJi::~ -cいる そしつ長ヂJJC川:~階 C ある l 不範 J fz:;をlは、:3)jXrをl増発 L、、

7干名(1)ゲ苦UJ;-fi' ~三層ゥて、 2005 年:二年lTIH.3信事うj を ι;:t>Jることを千刀二 L.;: 
y 

"'.') 持 攻滑に l士、 ::，(:万二t ，{"i~ 叩同発 L し i(川町長会や追わ誘拭 1 ふこと

れこの地|くの調発は、北朝対 Jグ〉合室 H 主主 J いて..るこ l ごあ ν;，JJ! Itァ--lJ

/じよ ωと、ギ染力成果Lよっては、将来、も「と lムい松戸芯開発 tることも

子±ちされる勺ずなhち、府:~\í; bt (.-1000 IJ" iT:'を関註するのが「拡張計画一予

あり 利SCC:{r;i( 1 僚iヰ I 交問 '~::;-9 るのが長期， ITèlíーであるコ

h んと 第 校!?f? に 14、、記」誌r~~j 1.'設:十三いるの E¥何段完了と L三五市解

cも艮1-1'

~::: '1'字 GO:， 6':~7S) :607 
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J去、ユF:_". て v、主1.; 第一段階に{止、 1日l/]t予を j皇古閲覧 J て、 1111川町企業を迫力[

訴訟ばて、2f~ ~i'3.Sjj 名の 'ïj 働 -g' を揺って、 20U年 i二年 r~]約 H;O議 S'? を斗豆 T

£こ 1-):r'下'=~ご ν る r 総計オ;f.'ニ 只年は l~'ifh-;-.C， f，-~{-ì('l()7J ;'l ので渇I，域

芯陪莞 Lて 1ヘ日cooのや者千誘致し、 :S，S})朽のヵ「弱者本扉 て、 20 年Lキ:

売約 IfミO{，}:$ 'J]を生買iiずるニ土を子J~~.ている

(，，(王、 コ)ょう壮在、/;::;') ;[;大な計f'J:はどれほど烹ほ[ごいるの刀、 21目3年目

月に開発がな古まハし:C:(刊川年日沖、ん、範liIJ包が付設され、 三司に荒事U~!)製品が

と汗されて以来、 2UU巾:if5SJ賢也、1(1(";の企業が採量V-， Lていで 4心 l千-t(7) 

日旨白↓茜[このq-I'C'北朝炉心労的主がイ万払であるJノう足われている n

これは、羽itγ サ〆がチ:きしていた格 段干のス三平をはるかにト凶品作科医1

も 2 年~~れてしぺ、企業の殺は二 1 ~:iJjO) 1 /';:{ c- まり、労働主的数は(1%(一JI

まってい -:';7，つまり、開花来ずの;t.~ft(:"l仁へ'.'、支給ははるか!.~ムなし入

しか L 、同 ~hÏ'"5# L{はう:士り())日r i!~件 l を示している ν2;くる ~，j売業一目的

;十山;こはr らなL叫す、相当の企業が何lsl. 'C-.:M肉、生体こ輸，1;¥7);:;'うな ;r;ト1'1 <柏

υでごいることがらそう~.，';るのである}ヰ産額と輸出淘 (.1)';変化去秩E呈すれば、

〆7てじっよ人いなる

[# 91開域特区の生産と輸出

"、jO:;T.

140C万

86b ん

.20:)ア午

Ii'合出 υ万

'.1 日1%:

:;Ci行77)

l、llll;':，(，)

ユ心β午

二1たοょ4ピノJ

出(;e;:" 

(-;iJ;i:) 

'-ki'f!i.類こ輸出額C)宮、七右足るこ、 まだ符期であり、その記対精し、大きくな'，，¥

が、かな:'}早〈拍{/て， ~:，'ニ止がう了かる つま勺、 !っすな口]訟でーを示して v、る

お 1お包域レ 緒に尚治される他心区戒を台ふうた百:1出は、次のようで去る

。令当

，万、

LつI:J

~':' ，段階

[椋 8J開城地区の開発言十習(総合)

，:;~:】 {zl 出

士 1 ，、 jo，~- 1~引7弓

lす十/;;<:JJ.t 札， FJ対

叶 段何

1仁川1，成 、':'01+
.T.i，r，1ぜ j"長刊芹

設{('L ~;J'.t 1，"，日宍子 4 弛

日lて，(，'----1州l肝|副主 lズ.1+ 山l巧斗

叩乙l吋 tニポ，-，'j'~~ド

j、川 2~i\~プヲ川

凶器iベ岐川 1 士 ;1' -:r-i~' 1l(J万台l

向光l'U)j(ニ 1，):，):;[十

小lイ十 ~， :';U万一1

.~Uj:;sn '>3 <~74) if3Gち
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5-3 評価

百「述 Lたように、主引鮮は、 2ω2正にこつのな荷符l王子設寵した 号のこっ

の?丁|、山土、最杭 J)ヰf~{ [羅付先持地帯1J)経験か λナんで、利~+1尋￡て能

七-芯茸的;:， : I刺み本杭'，f、亡、、Jむ 杭会付特ヨの縁台;止、「向的特[X_の形式

を1¥勺亡、<:の I !~j 土佐 j を百件とる戦略を~-{勺、いゐ 47f刷U_J討し王:'なお城内しi

(1)与量弁;止、 I 同誌業苦 J ふ j~~j' SヌELιfi「守E をイム和 4 る成否守を取って '"i 0。そLご、

うね山わ1_，(-:問地持i認の緑fLiコ土、二つのき足時古;変化が日ウつ}可なわち e 一

存司(;:、韓Z悦の投資を受け入れたこ lであ :"1 二帯巨は 北朝鮮側約τ発の

主体に在るのでは Jなくて、 l 間活業Jil を J~' 刀三 L て、制定を依熱するこ(-: 'C'c'l_ノ'i、

三帯日;止、史認家グ)r民主マー:、高した杭主主を誌記二た二三であふ

この工うじ 伺.þ，:~特 λ のIit 笠で歩、主 kJ戦略的変化は、会制 UJ持|えの士3317 川 J

-'で為匂のともう !見，í~(:f: r)るJ巴、Aはな，.'"しかL、清I成特区が 1:1:業記B.:J

c、主主主IU:特"'-が 清光地区)であふ占 1オす"，-v:性格が売なふじ/)"¥そ才;ニI羽

;，'l!; l~ て 1 ~-t]寸 J く，~ )詰;'j;;)~含

立で述[た上うに、譲位先鋒持上高と新設川特スぴ〉坂i?も、 l輸出h工地上え と

~， -c (7)川市 1Jt~1-;:;プ己れといだが、こ l乃前回 C'Lt.:~卦順位いおい CI也力会1銭、Jち

るので、利実性ノゲ析しかし、 p百~!~特 l' グ〉埼イ-ì i土、 l 一章者地l'，、~_) i ;'.i I鞘

H1J:工抗f?Jとしとの可が刊が品このだ J，主日、相令].(!戸業を誌J立するのに)j!:J

1むな地肢の一つなのである 伊同首、殺が記机鮮L合資 t;;6 J;;~介、二つの夜間主

る閉する。 ')司 iJ、三t1:{:しと製品を主主匡に行:ヲ煽るのに便利合あωこ に こ

っ!liz 、と~-;;.:した長21~-.:日本ヘコメミ i穴士と Iこ納品ヲるのに J宅和l であること、三つ

円心。←ー崖Lん裂寸I-t/K~L朝鮮:ゴt!\t売するの仁イ吏 fγごめることであるの君主L民地域

Jふ
品、 この ζ うな朱f~( 地う地域の つで"、 i虫のところ h 劣らない1:"¥:'

:7 1也グ)j当〕た地i立は、海川、戸三浦くらい Pあるつ

提出減、;白川 1、有法 l士、持ll:企業を誘~~'t-~るのに Jミほ l吋仁くムいの判白を持

て'Jiる口ぞいて、これコ つの地域を 12Jlヰに晴元 J ないi;H;') 、お互いい続中恒

子:ーなムなしし 持叫の企業土しては 二J ノ)-勾と行'止u勺r也岐にこがわる必ま

はな'，.¥(，この点ι、J主itグル ブか、北摂鮮側と内発 J'定;th芯めくって行った

協商J~~l主寸よく示される勺北続鮮側{止、最初に芸r:ijぞ H号、 f在 v 、て祈茶阿(7)時詮

を提案 T たが、現代はそ才;ニ ~;Jr f!.. を不して、 ft:支と T ごi!t外:~殺生 L1二。子

内定、 l'朝鮮が間院を民"、し亡、現代慨が二引を交~;入れに。こ 1刀 r;.; fr;~のj ミ況

については、，遡干し申:布;.~ (2()O;-;/~ 'Z/24.i 手会招 hι1"1'://Whokly

~::: '1'字 00:.6' :~73) : 60S 
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このよ.")(二北朝鮮倒の段略的生イじこょに段豆企去の投資ιこ有利な地域 F

ある間七日、特r，と Lしれ定きれ 7~ 干とかり、苅発考聖者がほれ、ヨ'1涜 L たよ与に、

その後の開発，t:j~'2>-( 杓うの妥結ふあげるようになっとのである

また、同域持Rc)場作;止、合銅山特[xとtじべ1 も、その足言葉性仁 jっしてより

速やかにコj出性を見セている /ジ銅山村凶行場合!手、政花、間判断 1 よる補防士

花どの立援を除け 1土¥投告したf企業がいっ口?に1;.;6かが、主 1::'、/:di':"(あL

1 間以ヰて;:.{C')iJiJ--è~は、もう 投資か設が黒せいなる可能仕かJわされ CV4  

しがL、ぞれ:も刃わら仁丹lJ:成特区のよ訪台も、金銅111特区(レ同じく、韓匡

;)~ (/) il支出合CI詔係によって大さ丸 f了右される>いつ誌なをおコている n それは、

北事i鮮に「杓持向:;.1であった金7て中 ;fd曹と )r::~ 武J仏政権。〉品川と兵なる

な姿勢を以る李叫l事政権ヲ'-p笠f，{;lt こたケ ζ 什て、同 ;，Ytr#Lベーヲ，:r;-1~\.;迷する工フ

なコたこ~ i.:" よ <-<<;l ~~C 、る l 明。

6剛 終わりに

以ニ論じよ;こ(レを変約するこ fで、;主2主力終わりに Lに'.-iつ

去 に l絵湾ク寸l' 校 j につ 1込て;立、去のよろにほ併でさるコ

1本、 ι」与[:{I (~~lit~l::(;l t'l:Ufl川'"仁川1It') と"'つのは、ある医京地止す号IJな

経抑止正策冷笑比「る t.:N_ノL設置 L.!特殊な地域」であり、その祭主l'品、「統

tO~d"'S~ 701'ε人 cr;判官易地区J IJr-ee t:'2c1ぞ 7(1わが、「輸n¥t:l 地区d

I.expo ，~ :)roc令部口gZC!~戸、などがあるコ

光地主J

2 )社会土義[1;:'五万"f~:ム舟特l' 会設区する続 ff に!ニ kの土つな ~J. 8() 岩 l 主n

タ1，;一号Ijの「 つの意~;.:、J がある c つは、 tl剛の「明践的」な怪i'{Y件、f!r:j刀"(! 1"問

彼自ち な行済体出Jへ変hるニ土 Cあり、もう つは、以置の l止鋭、つ Jな従:斉

体悦かレノ f攻草a¥)'Iな筏済体計へ変わる変化グ) 却を成す、と ν うここ守あるつ

~lll; g;;~ 0:01:1 じJ九日 Ilag:::z;nc/ wf!ckly/:!UOB/ 12/ 1'; 土乙山:ヌili川J さよ ~1μ2υ~)OO以j(、じム 4/200討l~よ llh しり.1 0

口川H l.l!: れ

付たと立{ぽ正、以日i.'!. 含意 I"いた河J成村r<の労1拐昔iIi併の1t設法務行 Lな

かっとこノが挙げられる勺そのような楼l立のk呆、よ明鮮円:?に用 4tきれて， ， 

7二協ノj恭舎が治と !12iIi ~才ていない者、討になっている。絞 却によるこ、 2009

年出使用了γ;~ [7) 件~].; l:鴻刀基金卒業費 1:!!'.;6E!Qウォン [~9印伝円)の司、

」円主までにわずか!-':'J9億円 τ 〆 川良以 ì 7<けがJp~1 されている

Lつ13J .1:[j--;sn':f3'?T-~) If304 



寸七日新経済特|メの実験

3 )社会土義諸亙は、長い問、資本主義企業が進出~.-[i言動する終叶特区を

??定酌にみなしてきたが、中同で197C年代末に重大な変化が起きた。外部投資

家が企楽活動をかなり口山に行えるよっに l経治特区」を設直し始めたのであ

匂。

次に、北朝鮮のむ済特民戦略ぴ)，全般的iAi.れJ 11、次のように理断 Fきる

1 )北朝鮮は、村会T義諸医が資本T.義イヤ業の近出苓断った時期だけでな〈、

凶凶の成功的な紅験を円撃しながらも、紅済特区に l土手(jι目的な立場を~会みして

しミたっ LかL、1989'-1991年、ソit 東欧で社会土義体制jが最壊して、経情が

深刻な状況に陥る，.立坊を変え、 1991 年 12.~ に最初の経済特出であるく羅沖先

鋒臼由:(計百貨劫地帯;を設請した2

2 )北朝鮮の lむ筒井寺区域略」の展閣は、一つの段階に分けられる η 岱 段

階(1991---2凶2年1は、羅津jL鋒特区を設世して手官民させようとした段階であ

る、第 段階 (20日2¥川去)は、羅津先鋒特凶の経験から学んで、 2日日2年設置し

七三つの特区 er主化J ~た仕組みを試みる段階台ある。

新義州特lバのtkイ干l士、 l甘治特lバ」の形式を取って、その'Ii!*性J を訴え

る戦略を取っている。金銅山特区と悶J成特区内場合は、「開発業者」を指定し

て開発を依頼する戦附を取っている。

3 )終沖特区の設l吉，.、 Jヒ明鮮半子消体f¥fljが閉鎖的な体制から開放的な体制へ

変わることを意味L、if統的な体品Ijからう立主主的な体品IJへ変わる変化の 部を成

す。

次仁、ー攻守と Lて把握できゐ北朝鮮の経済特同の実款を主取酌に許制して

みる 1士、次のょっに三えるり

1 )北朝鮮が段初に設置した経河特Kである摂津先鋒特尺は、I!地Ji::f牛かっ

見れば、 l輸w方]lて地区J、l総合的な亙際交流拠点J t Iての可能tは低いが、

「貿易地I'J としての"1能性はかなり司t.¥0 そして、まずは、什会基盤施設の

地情な~~-\山 )Ft'できるこ J を桔極的に推進しながら、投資に友好的な対舛関

係を醸成守るこ."が必要であL。

2 )まI1義州は、 l貿易地区Jとしての可能性はかなりあるが、 l輸出)j]lて地区J

としては、北朝鮮亘|勺だけで見ても、冗111、開城、海州、南J閉より劣匂ので、

その可能性は低いのそして、新義州を l輸出)，]T地区J、l総合的な凶器交流拠

点」としてではなく、「貿易地区J として荘民させることを「当回の同惚」に

1べきであるのそオ1がうまく行川てからはとめて、 l輸出わ 地比」、 l総合臥

北1生町](6.271)1663 [214] 
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な国際受流拠点」としての可能町を考えても遅くはない。

" )会銅山特尺と悶域特Rの場作においては、三つの主主附的変化が円"つ

書同は、韓国の企業、旦体的には〈現代グループ〉の投資を受h丁入れたこ土

であ旬、 香円は、北朝鮮側が開発のー主体になるのではなくて、「開発業者」

を指ιLて、閣発を依頼する ~i であり、=番目 11 、投資家の l i孟好」にL心じ

る地域主;特Rとして設定Lたことである 3このような戦略的変化があってこそ、

開発業者が視れて、その後の開発土辿営 r相当の実績をあげるようになったの

である。

刊 L，剣山特区の場合、かなりうまい仕組みを以っているにも関わらず、そ

こには、「対向」と「課題」が暁っている。l!~丙は、政治的i草境による影特が

大きい、 Jていうこ主である η 謀也l土、金制山特区ぴ)成功の可作は、干止木的には

その観光地区としての魅力に井右されるの P、問手企業'1fTある現代アサンが黒

子になる必要カfある、土いうこ土である

ち)是正津先鋒特区と紺義州特区内場合とは異なって悶J庇特区内場合は、「工

業地凶」、つまり l輸出加工地|ズ」としての可能性が尚い そして、金銅山特

区内場合と同じく北朝鮮側内戦略的変化により、車産匡企業の投資に有釈な地域

である開城が特尺としてJH疋きれたことから、開発業省が現f司、その後の開発

とiI常 P相当の豆油をあ.:.tるようになった。また、開城特区内場合は、ム鋼111

特Rとlじべvごも、その商事実性においてより速やかに叫能性を見せている。しか

L、それにも関わらず、開J弐特区の場合も、会1同山特区J向じく、韓匡 lの政

治的関係によって大きく左有きれるという弱占を持戸ている。

6 )ウの攻清r: 1 総合的な国際交流拠き」を開発しよう土するなら、話義州

ではなくて、「南浦」を「自治特尺」と Lて持定宇べきであるよ北朝鮮にとって、

出滞が*1廿アシアなど世界J交流するのに一番有利な位置にあるから Fある

最後に山|の禁論を下町去として簡牢 l整理すれゴ、次のよう lなる。

[215] コヒィ長60情 270) 1662 
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