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GMS経済回廊が育む国境貿易
—— 陸の ASEAN への考察 ——

愛知大学 地域政策学部 地域政策学科

名和

１. はじめに

教授

聖高

いしタイプラスワンの企業動向との相関で、AEC活性
化のエンジンのひとつとして期待されている。

2015年末の発足が予定されるASEAN経済共同体

チャイナプラスワンの多くが中国一極集中リスクの

（AEC）はEU型地域統合を目指すものではないが、
「単

回避を背景とする水平分業ないし拠点移動であるのに

一の市場と生産基地」
「競争力ある経済地域」
「公平な経

対して、タイプラスワンの多くは垂直分業（工程間分

済発展」
「グローバル経済への統合」の実現に向け、構

業）を企図するという基本的な異質性が認められる。

成国間の多様性を尊重した緩やかな経済的統合体とし

かかる垂直分業にあっては、特に陸路での貨物・車

てヒト・モノ・カネなどの移動に関する国境措置の軽

両・人の円滑、安全かつ効率的な越境の担保が不可

減・撤廃を中心とする諸施策の実施を通じた新たな

欠といえ、その代表的なハードインフラがADB（アジ

ASEAN展開を企図する構想といえよう。

ア開発銀行）主導のGMS経済回廊であり、また隣接

しかしながら、AEC発足によって構成国間の国境措

国間の国境措置の軽減を目指すソフトインフラとして

置などが一夜にして劇的変化を遂げるわけではない。

の越境交通協定（CBTA）およびASEAN域内におけ

もちろんモノの移動に関してはAFTA（ASEAN自由

る越境交通に関する各種枠組み協定などである。さら

貿易地域）の進捗とともに段階的な関税軽減・撤廃が

に、GMS経済回廊沿いの国境付近に展開する、また

講じられ、先発６カ国においてはすでにゼロ関税化が

は展開が予定される経済特区（SEZ）が特にタイプラ

実現されており、また後発４カ国においても2018年ま

スワン実現拠点として注目されている。

でに実質的なゼロ関税化が実現されることになってい
る。すなわち、AEC発足との相関で関税障壁撤廃の方
向性は明確になっているといえるのであるが、非関税

①タチレク／メーサイ
②チェンコン／ファイサイ

障壁に関しては構成国のいわゆる国益などとの絡みで
関税障壁と同様なテンポでの撤廃は難しい状況である。
ヒトの移動に関しても、熟練労働者の越境移動は容
認するものの、EUにおけるシェンゲン協定と同旨の自
然人の自由移動を容認するルール化は予定されておら
ず（現地一般人の期待は大きいが）
、また、カネすなわ

⑤ノンカイ／タナレーン

ち資本の移動に関する外資制限やサービス貿易に関す

⑦ナコンパナム／ターケク
⑥ムクダハン／サワンナケート

る各種規制が撤廃される可能性は乏しいといえよう。
本稿で扱うGMS（Greater Mekong Subregion）
はCLMV（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）

⑪デンサワン／ラオバオ
⑨ミヤワディ／メソット

と称されるASEAN後発４カ国にタイおよび中国雲南
省・広西チワン族自治区を加えた地域を意味し、中国

⑩ティキ／プーナムロン

を除く当該地域が「陸のASEAN」と称されている。
その人口規模はインドネシア一国とほぼ同様であり、

⑧チョンメック／ワンタオ

③アランヤプラテート／ポイペト
④ハートレック／コッコン

ASEAN全体の４割程度を占めるにすぎないが、陸続
きの一大エリアとして特に製造・販売・物流拠点の視
点から注目を集めており、特にチャイナプラスワンな
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図 GMS全体図（ADB資料に加筆）
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２. GMS 経済回廊と国境ゲート

するタイ／カンボジア／ベトナムの三国間物流は必ず
しも活況を呈しているわけではないが、プノンペン周

（１）GMS 経済回廊の現状と展望

辺展開企業によるベトナム南部港湾利用という視点の

インドシナの新たな展開を示唆したカンボジア内戦

みならず、カンボジア／ベトナム間の食料品や生活用

こう し

終結を告げる1991年10月のパリ和平会議を嚆 矢とし

品を含む迅速かつ効率的な物流機能に資するものとし

て、GMS開発が大きな注目を集めるに至った。その中

て期待される。また、南部回廊はダウェイ開発との相

核的役割を担ったのがADB主導による1992年開始の

関でバンコクから西方への延伸が企図されている。バ

経済協力プログラムであり、その対象は交通、貿易、

ンコクからプーナムロンまで約200kmは、ミャンマー

投資を含む９分野に及び、特に道路整備に関しては、

国境付近は２車線道路になるが舗装状態は良好であり

日本、オーストラリア、中国、タイなどをドナーとする

走行上の問題は全く存在しない。ダウェイまで約

プロジェクトを含めて着実な進捗を遂げている。かか

150kmのミャンマー領域に関しては、国境付近でのコ

る道路整備はGMS経済回廊計画と称され、経済協力

ンクリート舗装４車線道路につなぐ山岳区間の道路整

プログラムの実施に不可欠なものとして位置づけられ

備が問題視されていたが、近時の情報によれば２車線

ており、当該計画はすでに供用開始されている東西、

舗装道路がダウェイまで完成しているとのことであり、

南北、南部、南部沿岸の各回廊を含む９回廊を対象と

またミャンマー領域ティキにおける工業団地開発やタ

している。

イ領域カンチャナブリにおけるタイ政府による後述

ベトナム・ダナンとミャンマー・モーラミャインを結
ぶ東西回廊はすでに一定の機能を果たしているが、ミ

SEZ開発計画との相関で、特にタイ／ミャンマー間の
国境貿易ゲートとしての機能が期待される。

ヤワディでの越境後の約45kmにわたる日替わり一方

バンコクとメコン地域南端のナムカンを結ぶ南部沿

通行のミャンマー領域山岳道路が円滑な交通の障害に

岸回廊は、特に2011年のタイ洪水以降のバンコク周辺

なっていた。それを迂回するための道路が2015年７月

展開企業による東南部への生産拠点移動に加え、カン

にタイの援助で開通したが、地元少数民族との利害調

ボジア国境展開企業のタイ首都圏における製品供給と

整との相関で全面的な供用開始には至っていない模様

レムチャバン港の効果的利用などが期待されることか

である（供用開始後は、ヤンゴン／バンコクの輸送時

ら、タイ領域の道路整備が注目を集めている。しかし

間が従前のシンガポール経由海路２週間から陸路３日

ながら、国道48号線と４号線以東３号線を始めとし

になると予想される）
。

たカンボジア領域における整備と、ハーティエンから

バンコクと昆明を結ぶ南北回廊は、メーサイ／タチ
レク【図①】で越境するミャンマールートとチェンコ
ン／ファイサイ【図②】で越境するラオスルートにチェ
ンライで分岐する。前者のルートはメーサイ川に架か
る２本の友好橋によって維持されていたが、後者の
ルートは長年にわたりフェリー渡河を余儀なくされて
いた。2013年12月にタイと中国の支援で第４友好橋

ナムカンに至るベトナム領域における整備状況は必ず
しも十分とはいえない。

（２）GMS 域内国境ゲートの現状と展望
①タイ／カンボジア国境ゲート
両国間の代表的な国境ゲートは南部回廊のアランヤ

が完成し、ハード面での障害はなくなったといえよう。

プラテート／ポイペト【図③】と南部沿岸回廊のハー

日系大手物流企業がバンコク／昆明を結ぶトラック輸

トレック（クロンヤイ）／チャムジア（コッコン）
【図④】

送チャーター便を開始する旨の報道も近時なされてお

である。前者に関しては、特にバンコクやレムチャバ

り、それによって従前の海上輸送の３分の１の４日間

ン港から200 ～ 250kmという地理的優位性に鑑みたタ

での輸送が可能となるとのことで、特にタイに集積す

イプラスワンとの相関で注目を集めている〈写真１〉
。

る日系自動車メーカーに対する中国製部品供給ルート

従前からタイ／カンボジア陸路越境者が利用する国境

としての利用が期待される。

ゲートとして、また両国間国境貿易拠点としての機能

バンコクとホーチミン・ブンタウを結ぶ南部回廊は、

を果たしている。現状では、人・人力車両・乗用車・

長年にわたりネアックルンでのメコン川のフェリー渡

大型小型貨物車・コンテナ車などがそれほど広くない

河を余 儀なくされていたが、2015年 ４ 月の日本の

同一空間での越境通過を余儀なくされており、物流増

ODAによる架橋（通称つばさ橋）の完成によってハー

加が必然的ともいえる後述SEZ展開などを踏まえた第

ド面での障害はなくなったといえよう。本回廊を利用

２ゲートの新設を含むハード・ソフトの整備が必要と
2015.11
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されよう。後者に関しても基本的には前者と同様の機

好橋は南北回廊ラオスルート利用のバンコク／雲南省

能が期待されているが、道路状況のよいタイ領域に

間物流の要となることが期待され、当該国境の主たる

あってもバンコクから400km・レムチャバン港から

機能はタイ／中国間貨物移動に関するラオス国内保税

330km、カンボジア領域にあってはシハヌークビル港

輸送用ゲートであるといえよう。これらの４国境ゲー

まで235km・プノンペンまで300kmであり、前者に

トに加えて、近時注目を集めているのがウボンラチャ

比べると二国間物流・人流の両面で飛躍的な機能向

タニとラオス南部のパクセーを結ぶ陸続きの国境ゲー

上が期待されるとは言い難い地理的状況にある。本国

トとしてのチョンメック／ワンタオ【図⑧】である。

境ゲートの今後の機能拡大は、特に国道48号線およ

当該国境は、パクセー市内を流れるメコン川に架かる

び３号線沿いのカンボジア領域ならびにメコン地域を

日本の援助で2000年８月に完成したラオ日本橋から

中心としたベトナム領域における開発進捗いかんとい

60kmほどの地に位置しており、大型貨物車の走行に

える。

支障があるような道路状況ではなく、2014年12月の調
査時にはラオス側に円滑かつ迅速な越境物流・人流を

②タイ／ラオス国境ゲート

促進するための新たな施設建設がなされていた。パク

両国間にあっては、多くがメコン川を国境線として

セーは、バンコクやレムチャバン港へのアクセスとい

位置づけられており、オーストラリアの援助で1994年

う視点からは、東西回廊の要衝としてのサワンナケー

１月に完成した第１友好橋で結ばれるノンカイ／タナ

トよりも地理的優位性が認められ、タイプラスワンの

レーン（ビエンチャン）
【図⑤】
、日本の援助で2006年

新たな拠点として注目されている。ちなみに、パク

12月に完成した第２友好橋で結ばれるムクダハン／サ

セーでは当該国境利用の日系中小企業用SEZの開発も

ワンナケート【図⑥】
〈写真２〉
、タイの援助で2011年

進んでいる。

よう しょう

11月に完成した第３友好橋で結ばれるナコンパノム／
ターケク【図⑦】
、タイと中国の援助で2013年12月に
完成した第４友好橋で結ばれるチェンコン／ファイサ
イ【図②】が代表的な国境ゲートである。

③ミャンマー／タイ国境ゲート
両国間の代表的な国境ゲートは南北回廊のタチレク
／メーサイ【図①】
、東西回廊のミヤワディ／メーソッ

そのうち第１友好橋と第２友好橋付近のラオス領

ト【図⑨】
、延伸南部回廊のティキ／プーナムロン【図

内ではタイプラスワンの垂直分業拠点の受け皿として

⑩】
、ミャンマー南端コータウン／ラノーンの４カ所で

のSEZ開発が進んでいるが、第２友好橋利用のラオ

ある。ミャンマーにあっては国際貿易に耐え得る海上

ス国道９号線（東西回廊の一部）ルートと第３友好

輸送用港湾施設が脆弱であるだけでなく、地政学上の

橋利用のラオス国道12号線ルートとの間で、特にベト

視点および近隣諸国との交易上の利便性の視点からも

ナム北部ないし広西チワン族自治区との物流の視点か

越境陸上輸送が中心となるために、同国における国境

ら最適なラオス側拠点いかんの再検討が行われている

ゲートの重要性はきわめて高いといえる。ただ、かか

模様であり、タイプラスワンの実現拠点として12号線

る交易ルートの多くは山岳地帯にあるだけでなく、き

沿いターケクの優位性を主張する向きもある。第４友

わめて独立意識が強い少数民族の支配地域を経るとい

写真１ ポイペト国境

写真２ ムクダハン国境
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う難しい問題を抱えている。タチレク／メーサイ【図

45kmにわたる日替わり交互通行の未舗装１車線道路

①】国境ゲート〈写真３〉は中国シーサンバンナ自治

を迂回するかたちで、2015年７月にタイの援助で舗装

区景洪を経て雲南省昆明に至る南北回廊にあり、メー

道路が完成したが、現時点では少数民族との利害調整

サイ川に架かる２本の橋によって両国間の物流・人流

との相関で正式な供用開始には至っていない模様であ

が支えられている。市内中心部の橋は人と小型車両の

る。今後は、当該供用開始のみならず、国境地域の特

越境用ルートであり、2006年１月に完成した第２友好

性を生かすかたちでタイ側でもミャンマー側でも計画

橋が大型貨物車やタンクローリーなどの越境用ルート

されているSEZ開発計画の実現や、ミヤワディからヤ

である。チェンコイ／ファイサイが第４友好橋で結ば

ンゴンに向かうアジアンハイウェイ１号線沿いに稼働

れたことでラオスルートの優位性が高まり、少なくと

中のバゴー工業団地などの活性化、2015年９月開業

もミャンマーを通過するかたちの中国／タイ間の物流

のティラワSEZを始めとしたヤンゴン周辺の展開企業

という視点からは、本国境の利用は相当限定的になら

によるタイとのまたはタイを経た交易の拡大などに

ざるを得ないのではなかろうか。

よって本国境ゲートの有用性は飛躍的に拡大するもの

ミヤワディ／メーソット【図⑨】国境ゲート〈写真４〉
は2013年８月に開放されたヤンゴンから最も近い国境

と想定され、その越境問題に対応するハード・ソフト
インフラの充実は喫緊の課題といえよう。

ゲートであり（約460km）
、タイとの越境貿易に関す

特にダウェイ開発との相関で近時注目を集めている

る最重要拠点といえる。本国境ゲートとしての現状の

のがティキ／プーナムロン【図⑩】国境ゲートである

モエイ川架橋には25トンの重量制限があり、また相互

〈写真５〉
。本国境はバンコクからカンチャナブリを経

に積み替えが求められる状況にあるために円滑な車両

て200km、インド洋に面するダウェイまで150kmの地

越境が難しい（メーソット登録車両は後述トレード

に位置し、上述ミヤワディ／メーソット【図⑨】国境

ゾーンでの積み替えが必要だが、ミヤワディまで入る

ゲート同様に2013年８月に外国人に開放された。13年

ことが認められており、重量制限にかからない限りモ

９月の調査時にはミャンマー領域の道路状況が劣悪を

エイ橋での越境は可能であるが、それを上回る大型車

極めていたが、近時の情報によれば簡易舗装ながら２

両の場合はモエイ橋手前でのミヤワディ登録車両への

車線道路が完成し、少なくともハード面の障害はなく

積み替えが必要になる）
。また税関・出入国管理関係

なったとのことである。ただ、本国境ゲートの有用性

施設も脆弱であり、今後増加が想定される物と人の越

は、ダウェイ経済特区開発計画および本国境から約

境へのしかるべき対応が望まれる。本国境ゲートにお

10km地点におけるタイ企業による工業団地開発計画

いては、大型貨物や重量物の積載車両通過の用に供す

ならびにカンチャナブリにおけるタイ政府によるSEZ

ることを企図した第２架橋計画はあるものの、現時点

開発計画の各進捗と密接に相関し、現時点ではタイか

では実現に至っていない。本国境ゲート西方約10km

らミャンマーへの非課税小額貨物と開発用建築資材な

に位置するミヤワディ国境貿易区（貨物の保管や積み

どの越境およびミャンマー人の買物目的などの越境程

替えが行われるトレードゾーンと税関検査場から成

度に利用されているにすぎない。

る）を越えたテンガニーノからコーカレイまでの約

写真３ メーサイ国境

写真４ ミヤワディ国境
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3. 外資受け皿としての国境付近のSEZの
現状と展望
（１）SEZとは何か

されよう。

（２）カンボジアの代表的なSEZ
2015年１月現在で認可されたSEZは32カ所にのぼ

各設置国によって形態ないし内容は異なるが、一般

るが、稼働中のSEZは10カ所程度である。企業活動に

的には一定の区域を特定し、当該区域内に立地する企

必要な種々の機能が集中するプノンペン周辺に設置さ

業や当該区域内における特定の事業活動に対して税

れるPPSEZ（プノンペンSEZ）を除き（近時、日系複

制上の優遇措置や通関手続きを始めとする各種行政

合企業によるプノンペン周辺での新たなSEZ開発計画

手続きの緩和ないし便宜供与、雇用を含む企業経営

が報道されている）
、カンボジアにおける現在稼動中

や事業運営に関する各種法規制の緩和、電力などエネ

のSEZの多くは国境地帯または同国唯一の海港である

ルギーの優先利用などを通じて内外直接投資を促す

シハヌークビル港に隣接または至近な場所に設置され

制度といえよう。ラオスのビエンチャン、サワンナケー

ている。南部回廊ベトナム国境付近にはマンハッタン、

ト、パクセーにおけるSEZやタイ政府公表の周辺国国

タイセンなどのSEZが展開しているが、日系企業によ

境付近を中心とした10カ所のSEZ計画（この計画は、

るタイプラスワン展開との相関を踏まえれば、その国

労働集約型産業から高付加価値産業への転換という

境付近のSEZとしてのサンコーとコッコンをあげるこ

タイ政府の従前の政策との整合性に欠け、また主とし

とができる（近時、PPSEZがポイペトでのSEZ開発に

てタイプラスワンを企図して周辺国側に設置される、

着手する旨の報道がなされている）
。

または設置が計画されるSEZとの競合が危惧される）
し ふく

が近時話題になっているが、紙幅の関係で、以下では

①サンコーSEZ

タイプラスワンおよびGMSにおける国境貿易を論じる

本SEZは日系企業とカンボジア企業の合弁会社の開

に当たって、その背景ともいえる内外直接投資の受け

発にかかるものであり、その基本的機能はタイプラス

皿として注目を集めているカンボジアにおけるSEZの

ワンの生産拠点用受け皿である。総敷地面積176haの

現状と展望を略述する。なお、GMS域内物流に関し

うち第１期21haの開発は完了しており、日系大手ばね

て常に指摘されるいわゆる片荷問題は、特に工程間分

メーカーの工場が建設中である。また日系大手総合商

業を企図する国境付近に設置されるSEZにあっては回

社による６ha自動車部品製造企業用テクノパーク計

避されやすいといえるが、かかるSEZが必ずしも大量

画も進行中である。本SEZはPPSEZと同様に日系開

の越境貨物輸送につながるわけではない。ただ、かか

発業者が手掛けかつ日本人が駐在し、事業開始ないし

るSEZ設置によって当該SEZ関連貨物のみならず、そ

遂行に関するさまざまな支援を行うという特徴を有し

こでの就労者などに向けた食料品や生活用品などに関

ており、タイプラスワンのビジネスモデルに基づく日

する物流が高コスト回避のかたちで実現し得ること、

系企業の進出およびそれに伴う国境貿易拡大が期待さ

またSEZに設置される集荷保管施設（物流ハブ）とし

れる。

ての効率的運用による域内物流コスト低減効果も期待
②コッコンSEZ
本SEZは地場複合企業によってタイ国境から２km
の地点に2006年に設置されたものであり、その基本的
機能は上述SEZと同様なタイプラスワンの生産拠点用
受け皿である。バンコクやレムチャバン港までの距離
に鑑みれば、ポイペトに展開する上述SEZとの相関で
立地上の優位性を有するとは言い得ないが、タイにお
ける洪水リスク回避を企図する東南部展開企業を母工
場とする分業拠点になり得ること、近時労務費上昇の
てい れん

動きがみられるポイペトに比べて低廉なワーカー調達
が可能なこと、カンボジア国内市場およびメコン地域
へのアクセスがよいことなどの特徴を有している。
写真５ ティキ国境
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2015年１月現在の入居企業は韓国系自動車組立企業
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ならびに日系自動車部品製造企業およびスポーツ用品

ドウやシングルストップという国境措置よりも関係国

製造企業を含む数社であり、盛業状態とは言い得ない

が神経を使う交渉分野といえよう。そのために、かか

が、タイ東南部工業地帯との結節に要する道路状況に

る問題は適用国境ゲートいかんを含む２国間の利害調

問題はなく、人口がそれほど多い地域ではないことに

整に委ねられることになり、たとえば、タイ／カンボ

起因する今後の従業員募集上の危惧は否めないが、タ

ジア協定にあってはアランヤプラテート／ポイペト【図

イプラスワンの最適地であるがゆえに今後発生するで

③】国境ゲートを通過するバンコク／プノンペン間走

あろう熾烈なSEZ間競争が不可避なポイペト地域に比

行許可車両は各40台とされ、その内訳はタイ側トラッ

べれば、少なくとも当面は事業展開しやすいSEZとい

ク30台・バス10台、カンボジア側トラック10台・バス

えよう。

30台とされる。ただし国境から20km以内の走行に関

し れつ

4. GMSにおける国境措置

しては車両台数制限もなく、工程間分業を企図してポ
イペトに展開するタイ企業はタイ登録車を利用して国
境での積み替えなしに貨物の輸出入ができる。また、

GMSとしての代表的な国境措置は、ADBが主導す

タイ／ラオス協定にあっては、自国における車両登録

るCBTA（越境交通協定）およびそれに基づく関係国

と相手国における運転許可取得を要するが、越境通過

間覚書ならびにいくつかの越境交通に関するASEAN

台数に制限はない。

の枠組み協定に基づいて実施される。
ASEAN構成国間における関税障壁は、AEC発足
が予定される2015年末およびAFTAスケジュールによ
る18年末をもって原則的に撤廃されることになってお

5. おわりに―― GMS国境貿易の現状と
展望 ――

り、GMS域内における国境貿易に関する関税面での障

GMS域内経済を牽引する立場にあるタイの国境貿

害はなくなるわけであるが、多くの非関税障壁の取り

易額（チェンコン商業港などを通じた昆明・景洪／

扱いに関してはAEC発足後の協議に委ねられることに

チェンコン間のメコン川利用の対中貿易額などを含

なる。ただ、今日でも円滑かつ迅速な人・物の越境に

む）は同国貿易総額の数％の１兆バーツ程度にすぎ

関する関係国間調整作業は進められており、その代表

ないが、近年急増傾向にあるといわれている。ちなみ

例が通関・出入国管理業務と越境車両台数の調整に関

に、アランヤプラテート／ポイペト【図③】国境ゲー

する進捗である。当該通関・出入国管理業務に関して

トが所在するサケオ県とクロンヤイ／コッコン【図④】

は、国内シングルウインドウを前提にしたCBTAに基

国境ゲートが所在するトラート県で、タイ／カンボジ

づくシングルストップ化として、法令や実務を含む各

ア国境貿易の90％以上を占めている。タイはカンボジ

国事情を踏まえて段階的に進められており、タイ国境

アにとってベトナムと並ぶ最大の輸入国であり、ラオ

に関しては２段階、ベトナム国境に関しては４段階で

スとミャンマーにとっては最大の貿易相手国である。

実現されることになっている。東西回廊のベトナム／

これらCLM ３カ国に関してはタイとの国境貿易がき

ラオス国境のラオバオ／デンサワン【図⑪】国境ゲー

わめて重要な位置づけにある。GMS経済回廊に代表

トにあっては、2014年１月からの共同施設内越境手続

されるハードインフラの整備、各種国境措置の軽減、

きを経て2015年１月からは輸入国側のみにおける物的

内外直接投資の受け皿として国境付近に展開するSEZ

検査と手続きが試行の段階だがすでに実施されてい

などと「線」としての道路網や港湾との効果的結節な

る。一方で、タイ国境に関してはムクダハンで2014年

どを通じた「点」から「面」への展開を通じて、また

11月から共同施設内越境手続きの試行がなされている

特にAECの発足とAFTAの進捗とも相まって、GMS

段階であり、ADBが企図するシングルウインドウ化は

における国境貿易は今後飛躍的な伸張を遂げることに

ベトナム国境に比べて遅れている。しかしながら、輸

なろう。しかしながら、それはASEANに伝統的な内

出入申告書類の事前受理など、両国税関独自の業務が

政不干渉的思考（自己中心的思考）や物事をあえて曖

迅速かつ効率的に行われているために、いずれの国境

昧にするAsian Value的価値観を、全構成国の公平

ゲートにあっても通関所要時間は30分程度といわれて

的成長を目指す思考との相関でいかに変質せしめるこ

いる。

とができるか、にかかっているともいえるのではなか

越境車両台数調整に関しては、事業者の利害に直接
関係する問題でもあり、ある意味ではシングルウイン

ろうか。
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