
中国遼西古回廊文化観光開発へのアプローチ
──北東アジア地域協力の視点から──
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論文要旨：
そもそも北東アジアは一つの地域的、地理的な概念であり、中国（主に東北三省、華北
地区の東部と東北部、内モンゴルの東部と東北部）、日本、韓国、北朝鮮、モンゴル、ロシ
ア（東シベリアと極東地区）からなっている。地域の位置から見れば、中国の東北部は北
東アジアの中心的位置にあるため、そこをコアに、歴史的に幾つかの民族回廊とシルクロ
ードができた。これらの豊かな観光資源は鮮明な多様性と民族性を持っており、文化観光
開発の独特なキャリアである。
本論では、北東アジア地域観光協力の視点から、遼西古回廊に焦点をあて、異なるモチ
ーフとテーマの観光コースをプランしたうえ、既存の政策を活かし、文化観光としてのあ
りかた、アイデンティティの確立、地域経済開発のバランスと安定的な発展を実現するこ
とを目指す。
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一、は じ め に

一つの国家は文化の自信が教育から来ており、文化の他信が観光に頼る。その中、観光は文
化伝播の重要な経路でもあれば、人類文明の重要なキャリアでもある。「観光＝旅行＋遊覧」
という定式から言えば、観光の先決条件は旅行であるが、旅行に行くなら交通なくしてはでき
ないため、交通機関が進歩するごとに観光の飛躍的発展につながった。例えば、蒸気機関車な
どの交通機関の発明により観光は古代から近代へ変わりつつあり、観光業にも次第に現れてい
った。また、飛行機の民営化に伴い観光業は質的な飛躍がもたらされていった。一方、文化と
観光は交通とあいまって三者の結びつきが典型的な共生関係であり、文化、観光交流の重要な
道としての交通回廊は現代文明をもたらしただけでなく、更に観光業の発展を支えてきてお
り、遼西古回廊はまさにこのような交通回廊の一つと言えよう。
遼西古回廊とは燕山の北部にあり、西拉沐淪河の南側、下遼河の西側、七老図山脈の東地域
にある東北－西南方向の河谷の天然の交通回廊を指す。地理的な交通回廊だけでなく、文化を
広げる「詩書の道」でもあると言われている。
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遼西古回廊は漢、モンゴル、山戎、东胡、乌桓、鮮卑、契丹、女真、高句麗などの民族文化
を伝承しており、中原、モンゴル高原、東北地区を疎通させたうえ、中華民族と中華文化の多
次元の構造を促成させた。社会組織形態の発展、中心邑落（都市）の形成と進化及び発展、壇
・塚・廟を組み合わせた祭祀及び崇祖尊王（先祖を崇め、王様を尊ぶ）の礼制、文字の発明、
青銅器の鋳造、仏教の盛衰などの文化内包を包含して、中華文明の発源地の一つであり、典型
的な地域－民族－文化の回廊である①。遼西古回廊へのアプローチはかなり重要視されてお
り、地域、民族、文化など要素全体を遼西古回廊の観光開発に取り入れる研究も注目されてい
る。

二、遼西古回廊のルーツとして

遼西古回廊は古くから存在しており、海沿いのルートだけでなく、中原と東北を繋ぐ幾つか
の古代交通ルートの総称である。中原地域から東北地域にかけ、一般的には燕山の関所を抜
け、青竜河沿いに北上し、大凌河流域にある重鎮－平剛に注ぎ更に北上し、老哈河に沿い、赤
峰に至る。大凌河東北に沿い、医巫閭山を越え、遼東に至り、その後東北内陸へと北上する。
遼西古回廊は新石器時代の紅山文化時期から原型が現れつつあった。現在の考古集落遺跡から
見るならば、老哈河、大凌河、小凌河などの流域に沿い、努魯爾虎山、松嶺、医巫閭山などの
山間を曲がりくねり、線状のように広がっている。漢魏時代以後、中原から東北にかけ、陸海
における四本の古回廊が徐々に現れ、その内の三本は陸路にあり、遼金時代以前に重要な役割
を果たしてきた②。
一つは、平剛古道であり、古北口（現在の北京密雲）から平岡（現在の河北省承徳付近）
へ、更に柳城（現在の朝陽市）へと、このルートは最も牛河梁紅山文化同期である。
もう一つは芦龍古道であり、東周時代に開通された。北京から芦龍塞を経た後、滦河谷地沿
いに白檀城（現在の河北省滦平）へと北上し、東へ平岡を曲がり、七老図山麓に沿い、白狼水
谷に入り、更に柳城、昌黎に至る。
三つ目は無終古道であり、燕都薊（現在の北京付近）から出発し、無終（現在の天津薊県）
を経て、滦河下流沖積平原に入り、楡関（現在の山海関）を出て、碣石に至り、北へ松嶺を越
え、白狼水谷に入った後に下り、柳城を抜け、昌黎に至り、南へと折り返し、医巫閭山麓の東
部を経て遼東に入る。これは秦漢時期に開通されたものである。

図 1 遼西古回廊の見取り図

出典：互動百科．明朝遼西走廊（回廊）［EB/OL］．http : //www.baike.com/wiki/ より
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四つ目は、海沿いの古道であり、楡関から渤海湾沿いに東へ錦州に至り、大凌河を渡り、医
巫閭山麓の南部を抜け、遼河に至り、遼東の各地へ行くことができる。このルートの発見は早
く 2000年前からであり、遼金時代に開発された後、重要視されつつあり、明清時期になった
後は中原から東北への重要な要衝の地とルートになってきた③。
遼西古回廊は主に遼寧省の朝陽、阜新、葫芦島、錦州、盤錦という五つの市を含むほかに、
内モンゴルの東部にある赤峰市、天津の薊県、河北省東北部の承徳市、秦皇島市なども含まれ
る。
本論では現行の行政区画を踏まえたうえ、研究資料の収集の便利さを図るため、遼西五都市
を遼西古回廊とする。

三、遼西古回廊観光開発として

遼西古回廊の独特な豊かな自然景観は品位が高いものである。例えば、朝陽には世界最大の
古生物化石宝庫を持っている。錦州には潮汐に伴い、一日二回も現れる珍しい奇観－筆架山天
橋がある。盤錦には最もよく保存されている芦群落と葦海鶴郷紅浜辺の砂浜などがあり、「北
国の湿地の都」と呼ばれている。阜新では「粉砂で築かれた、崩れないダム」、「長らくの旱魃
ながらも旱魃せず、長らくの冠水ながらも水害にならず」に因んだ大青溝が奇妙を思わせる。
山、海、島、温泉を備えた葫芦島は、綺麗な自然資源に恵まれている。
中華文明発祥地の一つである遼西古回廊は人文景観がバラエティーに富んでいる。葫芦島の
綏中には秦の始皇帝により建てられた大規模な秦漢石宮遺跡があるほか、中国における唯一の
水上長城（長さ 1704メートル、世界文化遺産）－九門口長城、最もよく保存されている古戦
場、明代四大古城の一つである興城古城もある。阜新には新石器時代の「中華第一村」と呼ば
れる査海遺跡、「東蔵」と讃えられた海棠山、瑞応寺などがある。三燕古都と呼ばれる朝陽に
は、千年も前から残った東北第一古塔－朝陽北塔、中華文明史をリライトし（書き替え）、原
始文明の曙光を現した牛河梁紅山文化遺跡がある。錦州には中国古代五鎮山の一つである北鎮
医巫閭山及び民俗文化があるほか、最北部にある石窟建築群－万佛堂石窟及び中国古代建築に
おける最大の単体木造建築－遼代奉国寺もある。
「詩書の道」としての遼西古回廊は、多種多様な文化を集めており、細長い交通回廊は軍隊
が奪い合う戦略上の要地であり、悠久な戦争文化が蓄積されてきた。中原と東北との過渡地帯
に位置するため、地域も民族も時期もそれぞれ異なった文化が重なり合っている。例えば、碣
石遺跡では秦漢時期の宮廷文化が示され、万佛堂石窟では北魏時期の鮮卑文化と仏教文化が代
表され、奉国寺では古建築文化、仏教文化と契丹遼文化を融合させた。朝陽南北二塔、崇興寺
双塔などは遼代の仏教建築文化を代表し、瑞応寺と海棠山の崖に刻んだ文字や仏像は明清時期
のモンゴル族のチベット仏教文化及び清代満州族の文化と情緒満州族の切り紙、刺繍は満州族
の民俗、芸術などの民族文化が含まれている。また、遼西の秧を代表した。興城と前所古城で
は明清両時代の盛衰存亡、栄誉及び恥辱が見られる。医巫閭山の歌（田植え踊り）、人形劇、
黒山「二人転」（中国の黒龍江、吉林、遼寧省一帯で行なわれている民間芸能の一種、伴奏に
合わせ二人が交替で歌い踊る）、東北太鼓、義県社火（祭りの時、民間で行なわれる獅子舞や
龍灯舞いなどの演芸）は中国の関東民俗文化を伝えてくれる。
遼西古回廊地域では自然景観と人文景観とは相まって照り映えており、物質と非物質（有形
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文化財と無形文化財）の民族文化が数多く残っている。
そのため、本論では観光開発の潜在力のある資源を下記の表 1にまとめてみた。

表 1 遼西古回廊における観光資源の一覧表

観光資源
観光コース

主な観光資源

錦州
紅色 観光資源
（レッドツーリズ
ム）、遼文化、民
俗等

万国博覧会公園、医巫閭山、九華山温泉、大凌河、小凌河、女児河、松山生態園、
呉楚荘園、廉政苹果園、東湖公園、北湖公園、北鎮廟、万佛堂石窟、奉国寺、筆架
山及び天橋、遼沈戦役記念館、大広済寺及び遼塔、錦州市博物館、崇興寺双塔、北
鎮鼓楼、李成梁石坊、北普陀山及び采桑節（桑取祭り）、二郎洞、龍岡墓群、青岩
寺、黒山天主堂、翠岩山、義県八塔山、義県化石館、道光二十五貢酒工芸、溝帮子
燻鶏（燻製鳥）工芸、錦州小菜（惣菜）、焼烤（ロースト肉）工芸、医巫闾山満州
族剪紙（切り紙細工）、民間刺繍、民間遺風など、黒山二人転、皮影（影絵芝居）、
遼西高跷（祭りで行なわれる民間芸能の一つ、竹馬のような高足を履いて踊り歩
く）、秧歌（田植え踊り）、人形劇、西城派東北太鼓、義県社火、伝統的な錫彫刻、
黒山の伝統的な泥人形、海洋音楽会、国際民間音楽祭、医巫閭山花見大会、北鎮農
業観光地区、義県伏羊節（三伏とは、一年中で最も暑い時期である。真夏の時期に
なると、旧暦の節気で推算し、「初伏」とは夏至後 3番目の庚の日から 10日間を、
「中伏」とは夏至後 4番目の庚の日から 10日間または 20日間を、「末伏」とは立
秋後初めの庚の日から 10日間を言う。「伏羊節」とは、この「初伏」に入ってか
ら約 1ヶ月間、羊肉を食べたり、羊肉のスープを飲んだりすることである）など

阜新
黒色観光資源（ブ
ラックツーリズ
ム）、チベット仏
教黄色観光（イエ
ロツーリズム）資
源、民俗など

海棠山及び紅石渓、天水谷温泉、瑞応寺、査海遺跡、普安寺、千佛山、懿州古塔、
海州露天国家鉱山公園、大青溝、章古台国家砂地森林公園及び自然保護区、巨龍
湖、聖経寺、那木斯莱自然保護区、関山、東郊湖、宝力根寺、塔子溝、三塔溝、高
山子風電観光地区、海州廟法会、烏蘭木図山、万人坑、瑪瑙彫刻、モンゴル族情
緒、三溝酒、紅袍杏、モンゴル餡餅（餡子入り餅）、喇嘛炖肉（豚肉の煮込み）、東
モンゴル短調民謡、モンゴル族烏力格爾（ウリゲルとは講談を語る。寄席演芸の一
つ）、モンゴル勒津婚礼、勒津安代（モンゴル語、歌と踊りを取り入れる総合的な
芸術であり、すでに 300年余りの歴史がある。「安代」とは、モンゴル語の音訳
で、頭と身を上げる意味である。安代踊りは原生体舞踊であり、モンゴル族舞踊の
活化石とされている）、勒津好来宝（モンゴル族の演芸の一つ、無伴奏で語りや歌
からなる演芸）、胡爾沁説書（講談を語る）、勒津モンゴル医薬、勒津祭敖包（もと
モンゴル語、路傍に石や土を積み上げたもので、本来は道標や境界石であったが、
やがて神霊の宿る場所とし、祭祀の対象となった）、勒津馬頭琴音楽、勒津刺繍、
彰武民間剪紙（切り紙細工）、朝陽紅土泥人形、朱月嵐剪紙（切り紙細工）など

朝陽
「三古四燕」文化
古跡など紫色観光
資源（パープルツ
ーリズム）、民俗
など

鳳凰山、努魯爾虎山自然保護区、桃花山風景区、牛河梁遺跡、鴿子洞遺跡、南北二
塔、鳥化石国家地質公園、槐樹洞、東山嘴遺跡、燕長城遺跡、袁台子墓、馮素弗
墓、雲接寺塔、佑順寺、喀喇沁モンゴル右翼王陵、天成観、万祥寺、清風嶺、関帝
廟、千仏洞、塔城牌黒酢、喀左紫砂陶器、切糕（もち米の粉を蒸して作ったもち、
ナツメやあんこをまぜる）、碗砣（そば粉で作った軽食）、凌源影絵芝居、喀左東モ
ンゴル民間故事、北票民間文学、朝陽民間秧歌（田植え踊り）、建平剪紙（切り紙
細工）、建平十王会、天成観廟会、遼西古戦場伝説、哨口高跷（祭りで行なわれる
民間芸能の一つ、竹馬のような高足を履いて踊り歩く）、喀左皮影（影絵芝居）な
ど

葫芦島
泉、海、城、芦島
など藍色観光資源
（ブルーツーリズ
ム）

温泉、興城古城、九門口長城、西溝長城、碣石宮、姜女石遺跡、菊花島、祖氏石
坊、文廟、首山、葫芦山荘、葫芦島軍港、中前所城、止錨湾海浜、龍湾海浜、飛天
広場、鑫龍湾生態園、烏金塘ダム、塔子溝双塔、龍潭大峡谷、虹螺山、白狼山自然
保護区、蓮花山聖水寺、霊山寺、前所城、朱梅墓園、人文記念公園、塔山狙撃戦記
念塔、永安長城、小河口長城、皓家住宅、周家住宅、薊遼督師府、三礁攬勝、張作
霖別荘、太平太鼓、興城満州族秧歌（田植え踊り）、建昌鼓楽（太鼓の入った音
楽）、大鼓（三弦の伴奏に合わせ、演者が拍子木や小太鼓を叩きながら、台詞を交
え、物語を語る演芸の一種）、灯篭祭りなど民俗
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四、遼西古回廊文化観光の「三位一体」の開発モデルとして

遼西古回廊は観光資源の組み合わせの特徴が良く、資源はほぼ遼西における重要都市である
錦州周辺に集中し、数十平方キロ以内の距離に位置し、それぞれ特色があり、補完しあってい
る。葫芦島市は海浜観光資源をメインとし、更に山、島、城などと相まって、ブルーツーリズ
ムプレートになる。錦州市ではレッドツーリズムプレートをメインとする。盤錦市では葦海鶴
郷紅海灘などの観光資源を頼りにグリーンツーリズムプレートをメインとする。朝陽市では
「三燕古都」と歴史文物の集まるパープル（ビオレット）ツーリズムプレートをメインとする。
阜新市はではチベット仏教で有名なイエロツーリズムプレートと、石炭採掘のブラックツリー
ズムプレートをクローズアップする④。遼西古回廊地域におけるこれらの六大ツーリズムプレ
ートの観光商品は種類が豊かであるうえ、地域空間上では積み重なり、観光機能上では補い合
い、多次元的に観光客のニーズに応えられる。
本論では上記の内容を踏まえ、次のように論述し、アプローチしてみたい。
1．観光資源の潜在力を掘り起こし、「五顔六色」（「色とりどり」、「多種多様」）な文化創意
のある観光ブランドを作り、「三位一体」モデルにおける前位的なものにする。

「五顔」とは、色彩で遼西古回廊地域における葫芦島、錦州、盤錦、朝陽、阜新という五大
プレートを指す。「六色」とは具体的に葫芦島の藍色文化（ブルーカルチャー）、錦州の紅色文
化（レッドカルチャー）、盤錦の緑色文化（グリーンカルチャー）、朝陽の紫色文化（パープル
〈ビオレット〉カルチャー）、阜新のチベット仏教の黄色文化（イエロカルチャー）と工業石炭
採掘の黒色文化（ブラックカルチャー）などの色彩を指す。実践的には、色彩を盛り上げた観
光は、生産と消費との同時性且つ無形性のサービス型の観光商品に物理的な特徴をつけ、消費
者に実物商品のような強烈かつ強力な視覚的インパクトを与え、市場が観光商品に対し、消費
認知を強化した⑤。遼西古回廊の「五顔」は地域空間上で集まり、「六色」は文化機能上で補
い合い、「五顔六色」らしき創意のある観光ブランドを作り上げた。即ち、「レッド錦州」、「グ
リーン盤錦」、「ブルー葫芦島」という「三色核心観光層」ができた⑥。それに「パープル〈ビ
オレット〉朝陽」、「イエロ・ブラック阜新」という二色奥地観光層を加え、また「五顔」から
少し離れた郊外の「六色」を付け加えると、「五顔六色」のような文化的な創意のある観光ブ
ランドができた。要するに文化創意で核心的な観光ブランドを作る。（図 2のように示す）

盤錦
湿地、生態商品な
ど緑色観光資源
（グリーンツーリ
ズム）

双台河口自然保護区葦海鶴郷紅海灘、遼河碑林、遼河文化産業団地、湿地塩生灘塗
植被と珍しい鳥、有機稲米、張氏祖居祖墓、甲午古戦場、南大荒農場、遼河油井塔
林、湖濱、中興公園、馬術クラブ、鼎翔生態観光区、西安現代農業団地、国際湿地
観光祭り鑫安源レジャーランド、太平河風光地帯、河蟹文蛤（カニとアサリ）等湿
地水産品、月牙湾湿地公園、蛤蜊崗、甲午戦争殉国将士墓、緑水湾、田荘台関帝
廟、中尧七彩荘園、上口子農業観光エリア、1948ハッピー農場、花卉博覧園、緑
水岸レジャー・リゾート回廊、農業開拓栄興記念館、鴛鴦溝観光エリア、東晟園芸
基地、饶陽湾景勝地、華原緑緹葡萄園ワイナリー、米博物館、古魚雁故事、民間蝋
燭製作工芸、上口子高跷（祭りで行なわれる民間芸能の一つ、竹馬のような高足を
履いて踊り歩く）と秧歌（田植え踊り）など

出典：筆者が呂俊芳，李悦錚．遼寧旅遊資源整合開発研究［J］．遼寧師範大学学報（自然科学版），
2014（1）：123−128に基づいて加筆して作成した。
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2．「1・2・3」文化創意で観光消費を率い、遼西古回廊観光の新たな成長点を育成し、「三
位一体」モデルにおける中位的なものにする。
遼西古回廊の人類曙光－紅山文化、蓄積の深い戦争文化、農業牧業交錯の鮮卑三燕文化、契
丹遼文化、モンゴル族文化、満州族情緒清風文化、ワイルドな「二人転」、田植え踊り、契丹
竹馬、旱船舞い（民間芸能「跑旱船」で使う、船の形をした舞台道具）など無形文化財遺産民
俗文化に対し革新的な組み合わせを行ない、一つの総合的な（五顔六色）文化創意観光産業パ
ークを建て、二つの文化創意観光基地（伝統的な手工業観光商品製造基地、化石骨董品文化基
地）の成立を促し、三つの特色のある観光文化産業地帯（鳳凰山－海棠山－医巫閭山など山岳
宗教文化産業地帯、遼西古回廊軍事観光文化産業地帯、鮮卑・契丹・満州族・モンゴル族遊牧
民民俗観光文化産業地帯）づくりに取り組み、「1・2・3」という創意のある観光項目により、
観光商品の静態と単調さを変え、消費者の消費意欲を引き付け、観光消費の新流行を率い、観
光産業の新たな成長点を培う⑦。
3．文化創意で観光の経営販売を強化し、遼西古回廊における観光産業構造の向上を促し、

「三位一体」モデルにおける後位的なものにする。
自然資源と同様に、独特な民族文化資源も開発利用でき、経済利益に転換することができ
る⑧。遼西古回廊では、地域の民族文化資源の統合開発に取り組み、ドキュメンタリー映画の
製作などにより核心的文化観光ブランドが育成され、銘柄を頼りに、創意的な経営販売を通し
市場へ売り出し、経営販売をシステムエンジニアリングと見なす。経営販売の方向、主体、タ
イミング、頻度、手段及びルートなどにおいて完備な方案を醸し、常に使用できる状態にすべ
きである。文化創意で観光の経営販売を強化し、商品の競争優位を構築し、体験の思惟で観光
商品を作り、観光経営販売のキャリアと突破口を正しく選択し、発散的な思惟で経営販売の組
み合わせを行ない、ブランドへのターゲットマーケットカスタマーズのロイヤルティー（忠誠
度）を作り、弾力的な思惟で経営販売のストラテジーを生かし、文化創意のある経営販売を通
じ古回廊の文化創意産業を向上させ、その構造（メカニズム）を最適化させる。

図 2 遼西古回廊における「五顔六色」観光創意ブランドの見取り図

出典 筆者が本論の研究内容を踏まえて作成したものである。
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五、お わ り に

文化観光大開発の背景のもと、遼西古回廊に対する新たな見直しは異なる分野、科学、文化
の学際的な視点にあり、多種な資源を整合、又は交えあい、文化的、創造的な観光ブランドを
醸し出し、「三位一体」の文化創意観光モデルを構築し、遼西古回廊の「メディチ効果」を作
り出す。また東北アジア地域協力の視点から観光文化交流により協力開発に取り組むべきであ
る。多元的な文化の衝突と交流は地域経済の特徴と発展の原動力である。北東アジア地域の経
済一体化発展を推し進める過程においては、文化交流の紐帯役割を果たすことが非常に重要で
ある。
本論では北東アジア地域関係諸国間における交流協力、文化観光開発及び発展を促進するた
めに更に下記のように考える。

1．北東アジア地域各国文化交流強化の積極的な意義
歴史経験から見れば、文化と文化産業は経済活性回復の促進においては重要な役割を果た
す。そのため、北東アジア文化の類似性の優勢を生かし、文化交流と協力及び提携を強化しな
ければならない。また、各国間の文化観光開発を促進することは積極的な意味合いを持ってい
る。
そのため、文化交流は各国の投資家がホスト国の人文環境に対する更なる理解に資するとこ
ろがあるとともに、投資先の国の良いイメージを確立し、資金投入の安全性を向上させる。投
資家と投資対象国の文化親和力が投資成功の主な原因の一つであると言える。また文化交流に
より、ある程度、各国間の経済協力が推し進められる。その中で、観光文化交流により多数の
観光客が行き来している。例えば日本は観光業発展を更に拡大し、中国人観光客を引き寄せる
ため、中国の「銀聯卡」（チャイナユニオンペイクレジットカード）の日本国内での利用地を
増やしている。
北東アジア地域開発にあたり、文化交流は非常に重要である。それぞれ異なる各国の文化伝
統は文化交流、観光旅行などを通じ、互いに理解し合い、経済交流協力のための良い環境にも
なる。例えば、日本の新潟市ではここ数年「日本酒」と「美味な料理」をセールスポイント
に、数多くの文化観光交流イベントを催し、中国、韓国、ロシアなど東北アジア諸国（地域）
からの観光客に喜ばれている。

2．北東アジア文化交流の可能性分析
地縁的、経済的な要因などの多重な影響により、北東アジア文化の更なる交流強化は実行可
能である。
第一、北東アジア地域の多国間の文化は類似性と包容性を持っている。この地域は地縁が近
く、文脈が通じ合い、共通の歴史と文化記憶がある。とりわけ、中国、日本、韓国などの国は
数多くの文化的なルーツと根源があり、伝統的な文化や祭りも共通するものがある。ロシアは
「欧亜大陸橋文化（ユーラシア・ランドブリッジ）」として東方文化（オリエントカルチャー）
との融合性も明らかである。これは、経済と文化面において密接な関係のある中国東北地域と
ロシア極東地域では更に目立っている。ロシアの加わりは鮮明的な文化個性により、地域文化
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内包の包容と外延の拡大を促し、東北アジア地域協力に更なる開発空間を与えようとしてい
る。
第二、観光交流は国境がなく、経済を発展させることがコンセンサスである。グローバル経
済の安定的な回復の背景のもと、北東アジア地域関係国では観光業は国民消費の促進、経済成
長の向上、開発方式の転換、雇用拡大、貧困撲滅などにおいて特殊な産業優位性をもつことが
認められ、観光客招致のために効果的な政策をつぎつぎと打ち出している。
日本の場合は、世界的な金融危機の影響で、経済の不景気が続いており、海外からの需給が
足りず、円安による工業製品の輸出への悪影響が出たため、観光業などその他の産業で良性的
に牽引することが必要となる。ここ数年、中国人（大陸部）の訪日観光客がかなりの勢いで増
加しており、日本国内での消費能力が米国と EU 諸国を上回った。中国人観光客からの巨大
な経済利益と無限大な潜在力を意識した日本政府は、2010年 7月 1日から中国人（大陸部）
観光客の訪日査証の発行制限を緩和し、個人観光客の訪日査証対象を富裕階層（年収 25万元
以上＝約 500万円以上）から中産収入階層（年収 6万元＝約 120万円）に拡大した⑨。
一方、更に多数の中国人観光客を引き寄せるため、韓国政府は、中国人観光客に向け、マル
チビザの発行範囲と対象の拡大を実施した。北朝鮮、モンゴル、ロシアでは中国人団体観光客
の条件付の無査証入国を認めている。

3．北東アジア文化交流の多元的な開発と発展
地域経済一体化の発展は共通の文化根源、相互信頼、共通認識の地域文化によって支えられ
る。ところが、歴史上の政治不信、体制差異、歴史問題の葛藤などによる北東アジア地域関係
諸国の文化認識の差異性が更なる協力と提携に影響を与えかねない。
本論では、北東アジア地域の多元的な文化発展戦略を踏まえ、共同で特色のある地域観光文
化づくりに取り組むため、下記を提案する⑩。
第一、北東アジア地域関係諸国の観光仲介機構と非政府組織（NGO）の役割を強化し、自
国民の周辺諸国への観光を勧奨し、国境を跨ぐ観光協力（クロスボーダーの観光協力）を推し
進め、各国の観光業への投資を促進し、共同で地域の観光資源を開発する。現在、環日本海各
都市では、類似性のある文化資源と民族特色を頼りに、共同で国境を跨ぐ観光コースを開発
し、観光施設の完備、観光査証手続の簡素化、バリアフリーの観光システムを作り、環日本海
の観光ブランドづくりに取り組んでいる。これは大変有意義だと考える。
第二、若者世帯のスポーツ文化交流を推し進める。1993年より中日韓三国のスポーツ協会
は毎年 1回、順番に三国青少年スポーツ大会を共催し、一国からの参加者は 200人とし、18
歳未満の青少年選手を指定する。このスポーツ交流大会は中日韓三国の青少年のスポーツ交流
に有意義なプラットホームを提供している。
第三、各国の歴史文化伝統の伝承を前提とし、各国ではそれぞれ工芸品と書画芸術品展示会
を催し、文化観光を行ない、技術協力を実施する。例えば、東北アジア投資貿易博覧会では北
東アジア文化芸術週間、第二回北東アジア国際書画撮影展示会及びロシアロイヤル芸術団体の
公演などを開催し、北東アジア地域の特色を強調することを旨に、ミュージカル公演、特色飲
食など各国の特色と情緒、多種多様な文化交流活動づくりに取り組み、人的な交流と経済協力
に資するところがある。
第四、北東アジア地域協力開発の良い環境を生かし、政府文化管轄部門、政府調整部門、各
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種業界商会協会のインフォメーションセンターの設立を積極的に推し進め、政府の政策指導、
調整及び業界商会協会の専門的な管理を通じ、北東アジア地域の一連の文化産業協力協議の合
意を積極的に推進する。類似性のある地縁関係と文化背景を生かし、合理的な計画を行なった
うえ、合理的に地域文化資源を開発し、北東アジア地域関係諸国間の文化観光開発、協力及び
発展を促進させる。
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