
Member Cities Information東アジア経済交流推進機構　会員都市

Dalian 大連市

ホームページをご覧下さい！
　東アジア経済交流推進機構のホームページに
は、機構の各部会活動や各都市の観光情報などを
掲載しています。
　みなさまからの情報提供、アクセスをお待ちして
います。

機構ホームページ
http://www.oeaed.org/

東アジア経済交流推進機構ホームページ
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（86）411-8363-2319
（86）411-8363-4106
http://www.dl.gov.cn/

Busan 釜山広域市

（82）51-888-5095
（82）51-888-5089
http://www.busan.go.kr/

Kumamoto 熊本市

（81）96-328-2375
（81）96-324-7004
http://www.city.kumamoto.jp/

Qingdao 青島市

（86）532-8389-7600
（86）532-8389-7113
http://www.qingdao.gov.cn/

Incheon 仁川広域市

（82）32-440-3202
（82）32-440-8625
http://www.incheon.go.kr/

Tianjin 天津市

（86）22-5836-8730
（86）22-5836-8690
http://www.tj.gov.cn/

Ulsan 蔚山広域市

（82）52-229-2782
（82）52-229-2779
http://www.ulsan.go.kr/

Yantai 煙台市

（86）535-663-4122
（86）535-621-2917
http://www.yantai.gov.cn/

Fukuoka

〈会員都市の写真〉熊本市（日本）熊本城周辺

福岡市

（81）92-711-4023
（81）92-733-5597
http://www.city.fukuoka.lg.jp/
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大連市外事弁公室亜洲処

釜山広域市行政自治局国際協力課

中国国際貿易促進委員会青島市分会 中国国際商会青島市分会

仁川広域市国際協力担当官室

天津市人民政府外事弁公室亜洲処

蔚山広域市経済産業局通商交流課

煙台市外事僑務弁公室 亜非科

福岡市総務企画局国際部国際課 熊本市経済観光局産業部経済政策課
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Kitakyushu 北九州市

（81）93-582-2162
（81）93-582-2176
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/

Shimonoseki 下関市

（81）83-231-9653
（81）83-231-9654
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

北九州市企画調整局国際部アジア交流課下関市総合政策部国際課

第三者評価委員会発足

日　本
（公財）アジア成長研究所
 所長 

八田 達夫 氏

2015年11月に中国・煙台市において開催された第5回総会において、東アジア経済交流推進機構第三者
評価委員3名の就任が承認され、2016年1月より4年間の任期で就任しました。第三者委員には、機構の事
業、重点課題、組織運営等についての評価・助言と今後の機構のあり方についての提言をいただきます。

今回就任した第三者評価委員の方々からコメントが届きました。

　この度、東アジア経済交流推進機構
（OEAED）第三者評価委員に選任されまし
たことを大変光栄に存じますとともに、その
重責をひしひしと感じているところでありま
す。さて、2004年に環黄海地域の10都市で
発足したOEAEDは、その後会員都市も増
え、これまで各会員都市間で活発な交流が
行われてまいりましたが、現在、部会のあり
方を含め大きな転換点にさしかかっておりま
す。中国、韓国の評価委員とともに、様々な
見地から今後のあり方を検証し、OEAED
の発展に尽力していく所存でございます。

中　国
復旦大学教授
復旦大学人口研究所 所長
復旦大学都市と地域発展研究センター 主任 

王 桂新氏

　日中韓三国の環黄海諸都市で発足した
経済共同体が今まで発展してきて、素晴ら
しい事業だと思います。第三者評価委員と
して、経済共同体が長年にわたる協力関係
により大きな成功を収めたことに心から喝采
を送らせていただきます。経済共同体の各
会員都市が共同発展のため、初心忘れず、
困難を乗り越え、互恵共栄の未来に向けて
手をとり、歩んでいき、日中韓三ヶ国の友好
関係を増進するためのモデルになることを
期待しております。

韓　国
韓国産業研究院
グローバル戦略研究団
先任研究委員 

劉 珍根氏

　東アジア経済交流推進機構第三者評価
委員として活動することとなり、大変光栄に
思います。昨今、世界経済の発展と繁栄を
牽引してきた自由貿易の基礎が後退する動
きが一部で起こっています。歴史を振り返る
と、国家間の交流と協力が活性化した時、
平和と繁栄が共にありました。このような次
元において、私は東アジア経済交流推進機
構を提案し、発足した皆様の慧眼に敬意を
表します。東アジア経済交流推進機構が更
に発展する姿に変化し、東アジアの経済発
展を先導することを期待しています。

兼職：中国地域協会副理事長/中国人
口学会常務理事/中国都市計画学会
理事/上海人口学会副会長



　2016年11月23日から25日にか

けて、日本・北九州市にて第3回

国際ビジネス部会が開催され、

会員都市の行政及び産業界代表

等、約60名が参加しました。

　午前中の会合では、「介護福

祉ビジネス」をテーマに、北九州

市保健福祉局が「北九州市の高

齢社会対策」について、共生とし

ての視点や施策について発表し

た後、実際に中国で介護福祉ビ

ジネスを展開する日本企業の代

表を招き、同分野の海外進出の実例発表を行いました。

　午後には北九州市内の2つの特別養護老人ホームの視察を行い、デイケアやショートステイなどの

サービスや施設設備、料金設定等について、参加者から活発な意見が飛び交いました。視察後、参加

者は今回の部会と同時開催事業である西日本国際福祉機器展を訪問し、視察・商談するとともに、日

本の会員都市企業との交流夕食会に出席しました。

　また、すべてのプログラムの最後に開かれた会議では、次回の国際ビジネス部会の開催都市を韓国・

蔚山広域市とすること決定したほか、オブザーバーとして参加していた東アジア経済交流推進機構の

第三者評価委員である韓国産業研究院・先任研究委員の劉珍根氏から、今回の国際ビジネス部会全

体を通しての講評をいただきました。
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第3回 国際ビジネス部会

西日本国際福祉機器展視察特別養護老人ホーム視察

総合福祉施設「おきなの杜」視察の様子 西日本総合展示場で開催された展示会



　2016年7月4日から7日にかけて中国・大連市で第

11回環境部会が開催されました。会議のテーマであ

る「土壌汚染対策」について、各会員都市の行政及

び産業界の代表がそれぞれの取り組みや技術につ

いて発表し、情報共有を図りました。また次回の開

催都市を韓国・釜山広域市とし、テーマは「廃棄物

処理対策」とすることに合意しました。

　部会会議終了後、参加者は会議テーマに沿って選定した環境関連施設（化学工場跡地、鶏糞処理

対象地等）を視察しました。

　部会会議に併せて開催された「技術交流セミ
ナー」では、日中韓各都市から環境関連企業39
社100名が参加し、自社の優れた技術に関する発
表を行った後、商談会を開催しました。

　環境部会では、「我々は一つの海でつながって
いる」をスローガンに、毎年会員都市が海岸清掃
を行っています。また各都市は、CO2を削減するこ
とで地球温暖化防止につなげるため、ライトダウ
ンキャンペーンを実施し、環境保護の啓発活動を
行っています。
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第11回 環境部会 議長総括（抜粋）

環境部会共同プロジェクト併催事業・技術交流セミナー

第11回 環境部会

○ 環黄海地域の土壌汚染対策の推進
土壌環境の保全を推進するため、各都市の土壌汚染対策や土壌浄化、無害化などの高度技術につ

いて情報共有化を図り、適正かつ安全な土壌処理に積極的に取り組む。

○ 環黄海地域の大気汚染・水処理対策の推進
PM2.5をはじめとする大気汚染対策や水環境の保全を推進するため、これら分野における各都市の

対策や高度技術について、情報共有化を図り、引き続き相互支援を行う。

○ 日中韓循環経済モデル基地の推進
健全な国際的循環型社会を形成するため、日中韓政府で協議中の「日中韓循環経済モデル基地」の

推進に向け、日中韓の会員都市は引き続き協力する。

○ キャンペーンの実施
海岸クリーンアップ事業やライトダウンキャンペーンの共同事業について、会員都市はできるだけ継続

実施する。



　第11回観光部会が2016年11月7日から9日にか

けて日本・北九州市で開催されました。会員都市

の代表者が参加し、「会員都市間における双方向

での観光交流を活性化するための方策」につい

て、各会員都市の代表者が発表した後、意見交換

を行いました。会員都市の代表的なイベントリスト

の作成・共有や、定期的な観光情報の発信等、具

体的な提案がなされました。

　2016年9月8日から10日にかけて、ベトナム・ホーチミン市で開催さ
れたホーチミン市国際旅行博覧会（International Travel Expo Ho 
Chi Minh City（通称：ITE-HCMC））に会員11都市の共同ブースを
出展しました。共同ブースへは、世界各国の旅行社が来訪したほか、
多くのホーチミン市民が訪問し、会員都市の観光情報を多方面に発
信することができました。
　9月9日には、ITE-HCMC会場近くのホテルにおいて、東アジア経
済交流推進機構主催観光情報説明会及び商談会を開催し、ホーチ
ミン市内の旅行社14社が参加しました。
　観光情報説明会では、会員都市毎に自都市の観光についての発
表を行い、現地旅行社に向けてそれぞれの都市の魅力をPRしまし
た。また説明会終了後に実施した会員都市と現地旅行社との商談会
では、活発な情報交換を行うとともに、現地旅行社から最新のベト
ナムの観光事情を聞くことができました。
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1 会員都市間を結ぶ交通アクセスの充実
（1）新規路線の開拓
（2）既存路線の充実

2 旅行商品の開発等
会員都市相互の観光交流が一層活発となるよ

う、地元旅行会社や航空会社などと協力を図りな
がら、他の会員都市を訪れる魅力的な旅行商品
の新たな開発を進めるとともに、その販売促進に
努める。

3 国内都市間の連携
2都市間だけの交流に終わらないよう、国内の

各都市が連携を図り、海外各都市から訪れる観
光客の周遊促進に努め、観光交流の拡大を図る。

4 イベントや祭りなどを通じた交流の充実
各会員都市はイベント等を通じ、相互の観光交

流を行う機会の創出に努める。

5 共同プロジェクトの負担金の繰越

第11回 観光部会 北九州宣言（抜粋）

観光部会共同プロジェクト

第11回 観光部会

ITE-HCMC共同出展の様子

現地旅行社との商談会の様子



東アジア経済交流推進機構設立以降の会議開催実績

2004年

2006年

2007年

2008年

2005年

年度 機構総会 ものづくり部会 環境部会 ロジスティクス部会観光部会

2009年

東アジア経済交流推進機
構設立総会

（北九州）　11／15～17

第1回執行委員会、
第1回部会事業推進本部・
第三者評価委員会合同会議

（天津）　10／10～12

第三者評価委員会北九州会議
（北九州）　8／22～24

第2回東アジア経済交流推進
機構総会、
第2回部会事業推進本部・
第三者評価委員会合同会議

（天津）　11／5～8

第1回東アジア都市協力
フォーラム、
第2回執行委員会

（蔚山）　10／30～11／1

第3回東アジア経済交流
推進機構総会

（蔚山）　11／5～7

第2回東アジア都市協力
フォーラム、
第3回執行委員会

（青島）　10／28～30

第1回環境部会（北九州） 
※先行設立　8／3～5
併催事業： 環境産業シンポジウム 

第2回環境部会
（大連）　6／8～9
併催事業: 中国国際環境保護博覧会

第4回環境部会
（下関）　10／23～24
併催事業： 環境セミナー

第3回環境部会
（蔚山）　6／14～15
併催事業： 環境セミナー

第5回環境部会
（仁川）　8／19～21
併催事業： 環境セミナー、
 仁川世界都市祝典

第2回ロジスティクス部会
（青島）　7／19～21
併催事業: ロジスティクス
 ビジネス交流会、
 専門家フォーラム

第4回ロジスティクス部会
（釜山）　10／27～29
併催事業： 物流企業プレゼンテーション・
 交流会、
 ワークショップ

第3回ロジスティクス部会
（福岡）　11／26～28
併催事業： ロジスティクス
 ビジネス交流会、
 記念講演会

第1回ロジスティクス部会
（仁川）　7／10～12
併催事業： 港湾PRセッション

第5回ロジスティクス部会
（仁川）　8／19～21
併催事業： ワークショップ、
 ロジスティクス
 ビジネス交流会、
 仁川世界都市祝典

第2回観光部会
（烟台）　10／18～20
併催事業: 観光ビジネス交流会、
 アジア欧州会合（ASEM）
 旅行協力発展フォーラム・
 展覧会

第4回観光部会
（釜山）　10／6～8
併催事業： 世界観光投資サミット（WTIS）、
 アジア太平洋都市観光
 振興機構（TPO）会議

併催事業： 産業観光セミナー

第3回観光部会
（下関）　11／7～9
併催事業： 国際観光
 推進シンポジウム、
 観光ビジネス交流会、
 10都市ポスター展

第1回観光部会
（釜山）　9／29～30
併催事業： 釜山国際観光展（BITF）

第5回観光部会
（青島）　8／20～22
併催事業： 観光ビジネス交流会、
 “2009環黄海イヤー”
 スタートイベント、
 青島国際ビール祭り

第1回ものづくり部会
（北九州）　11／16～18
併催事業： 東アジア半導体
 モジュール逆見本市

国際ビジネス部会

第1回国際ビジネス部会
（釜山）　7／9～11

国際フォーラム「東アジア
のICT産業クラスター」

（北九州）　12／12～14

第3回ものづくり部会
（仁川）　10／16～18
併催事業: 仁川ビジネスマッチング

第4回ものづくり部会
（北九州）　10／9～11
併催事業： 半導体実装国際ワークショップ

＆半導体逆見本市
 （MAP&RTS2007）

第5回ものづくり部会
（烟台）　9／22～24
併催事業： 国際青果・食品博覧会

第6回ものづくり部会
（蔚山）　10／14～16

2015年
第5回東アジア経済交流
推進機構総会

（煙台）　11／22～24

第10回環境部会
（北九州）　10／11～14
併催事業：技術交流セミナー

第10回観光部会
（蔚山）　9／9～11

第2回国際ビジネス部会
（青島）　11／18～20

2016年
第11回環境部会

（大連）　7／4～7
併催事業：技術交流セミナー併催事業：西日本国際福祉機器展

第11回観光部会
（北九州）　11／7～9

第3回国際ビジネス部会
（北九州）　11／23～25

2010年

第4回東アジア経済交流
推進機構総会

（青島）　11／24～26

第6回環境部会
（北九州）　10／12～14
併催事業： エコテクノ2010
 九州・韓国・中国
 環境ビジネス商談会

第7回環境部会
（青島）　6／8～10
併催事業： 中国国際循環経済成果
 交易博覧会

第8回環境部会
（烟台）　8／5～7
併催事業： 技術交流セミナー

併催事業： 第10回環黄海経済・技術
 交流会議エコテクノ2010
 第17回九州・韓国経済
 交流会議

第6回ロジスティクス部会
（天津）　11／3～5

第6回観光部会
（福岡）　9／1～3

併催事業： ビジネス交流会

第7回ものづくり部会
（北九州）　10／13～15

2011年

第3回東アジア都市協力
フォーラム、
第4回執行委員会

（北九州）　11／9～11

第7回観光部会
（仁川）　10／17～19

第8回ものづくり部会
（北九州）　11／8～9

第9回ものづくり部会
（釜山）　7／9～11

2012年
第1回ワンストップセンター
窓口部署会議

（北九州）　2／13～15

第5回執行委員会
（烟台）　11／5～8

第2回ワンストップセンター
ネットワーク会議・
機構窓口部署会議

（北九州）　1／30～2／1
併催事業： 10都市観光パネル・ポスター展

2013年

第8回観光部会
（下関）　10／8～10

第9回環境部会
（蔚山）　5／20～21
併催事業： 技術交流セミナー

第6回執行委員会
（北九州）　11／25～27

併催事業： 2014中国旅行産業博覧会

2014年

第9回観光部会
（天津）　9／19～20

第2回ものづくり部会
（天津）　10／11～13
併催事業： 天津ビジネスマッチング、

PECC国際貿易
 投資博覧会
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東アジア経済交流推進機構の会員都市が属す
る日中韓三国の間の貿易状況を検討してみたい。
次の図1では三国間の貿易取引額を年度別に一
括して示している。各年度について日本と韓国、
韓国と中国、日本と中国の貿易額をそれぞれ示し
ており、例えば韓国から日本への輸出を「韓国→
日本」と表している。国際比較のためにここでは
米ドルで表示する。

まず、韓国と日本との貿易状況を見ると、いず
れも2011年以降2015年まで連続して減少してい
ることが分かる。韓国の日本に対する貿易収支
は、韓国が素材・部品、生産設備等を日本に依存
するため、構造的に赤字が続いている。品目別に
みると、半導体、プラスチック製品、鉄鋼板など
輸出入共に上位に入る品目もあり、水平貿易の色
彩を強めている。なお、対日輸出の上位品目の一
つとして自動車部品が挙げられ、2000年以降6倍
にも及ぶ伸長を示した。これは西日本に工場を有
する自動車メーカーを中心に、韓国製部品の採
用が進んだためである。

次に、韓国と中国との貿易状況について見る

と、韓国の対中貿易が対日貿易を大きく上回って
いることは明らかであり、2004年に貿易総額で
対米貿易を上回り、中国は韓国にとって最大の貿
易相手国となっている。また、この期間を通して
輸出入ともに増加傾向を示している。貿易収支は
期間を通して韓国側の輸出が輸入を上回り貿易
黒字を計上している。

韓国は多くの国・ 地域間の自由貿易協定
（FTA）の締結に積極的に取り組んでおり、2015
年には中国の間ではFTAを署名・発効させてい
る。中国とのFTAは、EUやアメリカと締結した
FTAと比べて、10年以内に関税が撤廃される
品目数の割合でレベルが低いとされる。しかし、
ファッション、化粧品、生活家電、高級食品など
の品目では輸出増加を見込めるものと期待され
ている。

日本と中国との貿易状況を見ると、日韓貿易と
同様にこの期間を通じて減少傾向を示している
が、この期間に円は米ドルに対して円安動向を示
したので、円表示では日中貿易は横ばいまたは
微増である。

図1．日本・中国・韓国相互間の貿易額の推移

韓国→日本

■ 2011年　　■ 2012年　　■ 2013年　　■ 2014年　　■ 2015年

日本→韓国 日本→中国韓国→中国 中国→韓国 中国→日本
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次に、日中韓三国間の直接投資の状況を2015
年について見ることとする。「日本→韓国」では製
造業で成長する韓国企業向け需要を取り込むこ
とを狙った投資がみられたが、韓国企業の成長
に陰りが見られるようになり、減少した。「韓国→
日本」では前年の4.1倍の17億1,557万ドルと、過
去最高を記録したことが注目される。業種として
は太陽光発電など「その他発電業」で、ハンファ・
グループが大分県杵築市で発電能力24メガワッ
トの太陽光発電所を竣工したことなどがその例
である。
「韓国→中国」での投資については、28億5,494

万ドルと2年連続減少した。韓国企業の生産拠点
としての関心が中国からベトナムなど賃金のより
安い国にシフトした影響が大きい。
「日本→中国」でも減少傾向が見られ、日本の

国際収支統計では1.9 ％減の1兆727億円となっ
た。対中投資のリスクの高まりが認識される中
で、従来の輸出加工型、沿海部での事業拡大が
困難になっているものと見られる。ただし、「食料
品」「輸送機械」「卸売・小売業」など内販型産業
では中国事業の拡大に関心を持つ企業が多く、
世界有数の巨大市場である中国での市場開拓を
強化する動きが今後も継続するとみられる。

尹
ユ ン

 明
ミ ョ ン ホ ン

憲 北九州市立大学外国語学部国際関係学科 教授。経済学博士。
専門分野 ： 韓国経済・東アジア経済
主要著書 ： 『韓国経済の発展パラダイムの転換―グローバル化時代のイノベーション戦略―』明石書店、2008年2月。

（参考文献リスト）
・ 日本貿易振興機構〈ジェトロ〉『ジェトロ世界貿易投資報告』各年版

図2．日本・中国・韓国の相互間の直接投資額の推移

韓国→日本

■ 2011年　　■ 2012年　　■ 2013年　　■ 2014年　　■ 2015年
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Member Cities Information東アジア経済交流推進機構　会員都市

Dalian 大連市

ホームページをご覧下さい！
　東アジア経済交流推進機構のホームページに
は、機構の各部会活動や各都市の観光情報などを
掲載しています。
　みなさまからの情報提供、アクセスをお待ちして
います。

機構ホームページ
http://www.oeaed.org/

東アジア経済交流推進機構ホームページ

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

（86）411-8363-2319
（86）411-8363-4106
http://www.dl.gov.cn/

Busan 釜山広域市

（82）51-888-5095
（82）51-888-5089
http://www.busan.go.kr/

Kumamoto 熊本市

（81）96-328-2375
（81）96-324-7004
http://www.city.kumamoto.jp/

Qingdao 青島市

（86）532-8389-7600
（86）532-8389-7113
http://www.qingdao.gov.cn/

Incheon 仁川広域市

（82）32-440-3202
（82）32-440-8625
http://www.incheon.go.kr/

Tianjin 天津市

（86）22-5836-8730
（86）22-5836-8690
http://www.tj.gov.cn/

Ulsan 蔚山広域市

（82）52-229-2782
（82）52-229-2779
http://www.ulsan.go.kr/

Yantai 煙台市

（86）535-663-4122
（86）535-621-2917
http://www.yantai.gov.cn/

Fukuoka

〈会員都市の写真〉熊本市（日本）熊本城周辺

福岡市

（81）92-711-4023
（81）92-733-5597
http://www.city.fukuoka.lg.jp/

　01 第3回 国際ビジネス部会
　02 第11回 環境部会・技術交流セミナー／環境部会共同プロジェクト
　03 第11回 観光部会／観光部会共同プロジェクト
　04 機構設立以降の会議開催実績
　05 [特別企画 経済読み物] 日本・中国・韓国相互間の経済関係の現状
　07 第三者評価委員会発足

東アジア経済交流推進機構2016年活動報告

東アジア経済交流推進機構ニュース

20
2017

大連市外事弁公室亜洲処

釜山広域市行政自治局国際協力課

中国国際貿易促進委員会青島市分会 中国国際商会青島市分会

仁川広域市国際協力担当官室

天津市人民政府外事弁公室亜洲処

蔚山広域市経済産業局通商交流課

煙台市外事僑務弁公室 亜非科

福岡市総務企画局国際部国際課 熊本市経済観光局産業部経済政策課

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

Kitakyushu 北九州市

（81）93-582-2162
（81）93-582-2176
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/

Shimonoseki 下関市

（81）83-231-9653
（81）83-231-9654
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

北九州市企画調整局国際部アジア交流課下関市総合政策部国際課

第三者評価委員会発足

日　本
（公財）アジア成長研究所
 所長 

八田 達夫 氏

2015年11月に中国・煙台市において開催された第5回総会において、東アジア経済交流推進機構第三者
評価委員3名の就任が承認され、2016年1月より4年間の任期で就任しました。第三者委員には、機構の事
業、重点課題、組織運営等についての評価・助言と今後の機構のあり方についての提言をいただきます。

今回就任した第三者評価委員の方々からコメントが届きました。

　この度、東アジア経済交流推進機構
（OEAED）第三者評価委員に選任されまし
たことを大変光栄に存じますとともに、その
重責をひしひしと感じているところでありま
す。さて、2004年に環黄海地域の10都市で
発足したOEAEDは、その後会員都市も増
え、これまで各会員都市間で活発な交流が
行われてまいりましたが、現在、部会のあり
方を含め大きな転換点にさしかかっておりま
す。中国、韓国の評価委員とともに、様々な
見地から今後のあり方を検証し、OEAED
の発展に尽力していく所存でございます。

中　国
復旦大学教授
復旦大学人口研究所 所長
復旦大学都市と地域発展研究センター 主任 

王 桂新氏

　日中韓三国の環黄海諸都市で発足した
経済共同体が今まで発展してきて、素晴ら
しい事業だと思います。第三者評価委員と
して、経済共同体が長年にわたる協力関係
により大きな成功を収めたことに心から喝采
を送らせていただきます。経済共同体の各
会員都市が共同発展のため、初心忘れず、
困難を乗り越え、互恵共栄の未来に向けて
手をとり、歩んでいき、日中韓三ヶ国の友好
関係を増進するためのモデルになることを
期待しております。

韓　国
韓国産業研究院
グローバル戦略研究団
先任研究委員 

劉 珍根氏

　東アジア経済交流推進機構第三者評価
委員として活動することとなり、大変光栄に
思います。昨今、世界経済の発展と繁栄を
牽引してきた自由貿易の基礎が後退する動
きが一部で起こっています。歴史を振り返る
と、国家間の交流と協力が活性化した時、
平和と繁栄が共にありました。このような次
元において、私は東アジア経済交流推進機
構を提案し、発足した皆様の慧眼に敬意を
表します。東アジア経済交流推進機構が更
に発展する姿に変化し、東アジアの経済発
展を先導することを期待しています。

兼職：中国地域協会副理事長/中国人
口学会常務理事/中国都市計画学会
理事/上海人口学会副会長


