
令和 3 年 10 月 
NEANET 会員各位 

 
イベント「NEANET会員 online集合」のご案内 

 
NEANET 企画委員会 

拝啓 
 
日頃、NEANET 会員の皆様には、諸活動にご参加、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
NEANET の活動内容は、北東アジアインフラ情報の発信、域内交流を促進するための諸課題に

関する研究など多岐にわたっており、その成果は、みなと総研と共催の「北東アジア政策懇話会」

の場や、独自組織「一帯一路研究会（OOA 研究会・OOA 新研究会）」の場で発表され、NEANET
のホームページを通じて世界に発信もしております。（実績一覧表は別紙の通り。） 

 
昨年来、全国を席巻しているコロナ禍の中においても、NEANET は、オンライン会議を積極的

に活用することで、活動を継続してまいりました。 
一方、現在の NEANET の課題の一つは、会員同士が顔を知らない、話したこともない、とい

うコミュニケーション不足です。そこで今回、オンライン会議（ZOOM を使用）の形式で、皆様

にお集まりいただき、相互に知り合う機会を設けることといたしました。名付けて「NEANET 会

員 online 集合」です。 
この機会を通じて、出来るだけ多くの方にご参加いただき、交流の場を提供できたら幸いです。

参加される方には、オンライン会議の要領で、簡単な自己紹介（お名前、ご自身の専門）や寸話

など、少しお話しいただければと思います。NEANET が今後取り上げるべきとお考えのテーマや

ご意見等もお聞かせ頂ければ幸いです。 
なお、ZOOM の使用方法が不明の方は、事前にご案内しますので、事務局あてにメールにてご

連絡ください。 
ぜひ、ご参集くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

敬具 
 

記 
 
開催日時 2021 年 11 月 12 日（金）午後 4 時～午後 6 時ごろ 
開催内容 会員同士の交流、情報交換など 
  ※数名の会員より、いくつか話題提供（カーボンニュートラルをめぐる動き、 

コロナ禍における港湾の状況等の報告）の予定です。 
開催方法 オンライン（Zoom） 
参加方法 11 月 8 日（月）までに事務局宛に E メールでお申込み下さい。 

申込みの際、Zoom 招待メールの送付先（E メールアドレス）をご記載下さい。 
申込先  neanet@oboe.ocn.ne.jp（小玉） tel：070-3764-7012 
事務局  三橋 mitsuhashi.ikuo.69@gmail.com 
  小玉 neanet@oboe.ocn.ne.jp,  tomoe_kodama@jportc.co.jp 

以上 
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開催番号 開催日時 演題 講演者
31 令和3年（2021年）9月24日 「最近の北極海航路の状況について：AISデータによる分析を中心に」 安部智久氏（国土技術政策総合研究所 港湾研究部 港湾計画研究室長）
30 令和2年（2020年）10月30日 「日本海沿岸域等における洋上風力発電の導入促進に向けた取組」 松良精三 （国土交通省港湾局 海洋・環境課長）

29 令和2年（2020年）1月24日 「一地方から思うこと」～苦節50年金沢港の実体験を踏まえて～ 西盛祐吉郎、元金沢商工会議所常務理事
28 令和元年（2019年11月8日） 「日本からみた一帯一路　―情報誌「港湾」連載（12回）を記念して―」 特別講演　宮本雄二元中国大使、基調講演　岩間正春　その他講演者　OOA研究会員ほぼ全員
27 令和元年（2019年8月9日） 「シベリア鉄道の利用促進に関する最近の動向」 宮島正悟 氏（国土交通省総合政策局 国際物流課長）

26 令和元年（2019年）５月31日 「韓国の近年の観光事情、その政策と実態」  李応珍（大邸大学校教授、専門は観光事業、農村観光）

25 平成31年4月26日 「一帯一路とグローバル・ロジスティクス」 柴崎隆一 （東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 准教授）
24 平成31年3月8日 「「港の日本史」と日本海側港湾の役割」 吉田秀樹（八千代エンジ二ヤリング（株）統括技師長）
23 平成31年2月22日 北東アジア情勢の情勢変化と国際秩序の変化が一帯一路に与える影響 三村　光弘（(公財)環日本海経済研究所　主任研究員）
22 平成31年1月18日 伏木富山港から考える日本海交流拠点づくり 雨宮洋司 （富山商船高等専門学校 名誉教授）
21 平成 30 年 10 月 12 日 第 3 の波：極東アジアを移住する中国朝鮮族 笠井 信幸 （育秀国際語学院 学院長 他）
20 平成30年7月20日 「自由で開かれたインド太平洋戦略」の下での連結性強化の取組 西ケ廣健（外務省国際協力局政策課課長補佐）
19 平成30年3月15日 「カリブ海クルーズから見た日本海クルーズへの提言」 山縣宜彦（一財みなと総合研究財団）
18 平成30年2月16日 「観光政策とIR（統合型リゾート）」 佐々木一彰 （東洋大学国際観光学部国際観光学科准教授）
17 平成30年10月27日 「変わる北東アジアの経済地図」 伊集院敦（公益社団法人 日本経済研究センター首席研究員）
16 平成30年9月21日 「中国を正しく理解するための三ヵ条－一帯一路の現場を見て－」 杉本勝則　北京外国語大学北京日本学研究中心客座教 授、アジアユーラシア総合研究所客員研究員）
15 平成30年6月16日 「北極海航路の利活用に関する最近の動向について」  志水康祐　 （国土交通省総合政策局海洋政策課主査）
14 平成30年4月7日 「習近平時代の中朝関係」 堀田幸裕（崋山会研究員、愛知大学国際問題研究所客員研究員）
13 平成30年2月3日 「新段階に入った日ロ関係」 吉田進　（NEANET顧問、元環日本海経済研究所名誉理事長）
12 平成29年12月9日 「最近の日中経済関係－新次元の日中産業協力に向けて」  高見澤学　（(一財)日中経済協会調査部長）
11 平成29年10月28日 「RORO船とWWLロジスティックサービス概要」 国松正輝（ﾜﾚﾆｳｽ･ｳｲﾙﾍﾙﾑｾﾝ･ﾛｼﾞｽﾃｲｸｽWWL運航部課長）
10 平成29年9月23日 「関西におけるインバウンドの現状と課題」 福西謙（国土交通省近畿運輸局観光部長）

9 平成29年9月9日
「中央アジアの国際物流とビジネス環境－カザフスタン、 ウズベキスタンを中心
に」

浅海茂（(有)シー・エンタープライズ代表取締役）

8 平成29年7月1日 「ロシア国際物流の実態」 辻久子（環日本海経済研究所名誉研究員）
7 平成29年4月22日 「朝鮮半島における南北関係の現状と展望」 李燦雨（帝京大学現代ビジネス学科選任講師）

6 平成29年2月5日
「銀行マンから見た最近の中国情勢について～副題（日本 企業の対中直接投資の
現状と展望及び中国東北部での日中経済協力）」

田辺智彦（三菱東京UFJ銀行東アジア本部中国室副室長）

5 平成28年12月18日 「観光立国ニッポンへの道～これでいいのですか（現状と課題）」 鈴木勝（共栄大学客員教授）
4 平成28年10月16日 「北東アジア交流白書について」 東山茂（NEANET理事、JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱顧問）
3 平成28年9月25日 「ユーラシア横断中国欧州輸送回廊」 町田一兵 （明治大学商学部准教授）
2 平成28年8月6日 「最近の中国経済」「2015日中経済協力会議－於遼寧」 後藤正博 （日中東北開発協会事務局長）
1 平成28年6月26日 「中国とモンゴルにおける環境ビジネスの経験と課題」 田中弘　（NEANET理事・副会長、環境ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発ｲﾆｼｱﾃｲﾌﾞ代表

北東アジア政策懇話会開催実績表(NPO法人「北東アジア輸送回廊ネットワーク」）

別紙 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

開催番号 日時 発表者 論文名
第1回 2017年6月28日 田中弘座長、事務局（三橋） 研究会趣旨説明

第2回
2017年9月21日（政策フォーラ
ムと同時開催）

杉本勝則 「中国を正しく理解するための三ヵ条：一帯一路の現場を見て－」（

第3回 2017年10月27日 岩間正春 「サプライチェーン・ロジスティクスの視点から捉えた『一帯一路』」
辻久子 　 「シベリア鉄道と一帯一路・中国」
三橋郁雄 「中国の海外港湾進出・真珠の首飾り戦略」

第4回 2018年1月26日 田中弘   「一帯一路構想の概要と対応」 
李燦雨 「一帯一路と朝鮮半島連携案」
鈴木勝 「一帯一路と観光立国ニッポンへの道」 

第5回 2018年2月27日
笪志鋼
（黒龍江省社会科学院朱宇院
長）

「黒龍江省の一帯一路にかかわる取組み」

第6回 2018年4月20日 吉田進 「ロシアにおけるOOAの取り組み」
中村俊彦 「中国東北地方におけるOOAの取り組み」
後藤正博 「OOAとビジネスチャンス」
花田麿公 「モンゴルにおけるOOAの取り組み」
飯尾昌和 「海外港湾の状況報告」

第7回 2018年6月15日 田中弘   「AIIB の動向」
三橋郁雄  「OOA 研究会の更なる深堀に向けて」
花田麿公 『米朝関係の蚊帳の外』ですか？
後藤正博 OOA研究会メモ（過去の発表論文について概要まとめ）
参加者全員 第7回OOA研究会【討議概要】

第8回
政策フォーラム（第20回）
と同時開催

2018年7月20日 西ヶ廣健（外務省） 「自由で開かれたインド太平洋戦略」

第9回 2018年9月21日 事務局 OOA 研究会第 2 年次研究分担
李燦雨 中国の「一帯一路」と韓国の政策
辻久子 　 ユーラシア鉄道回廊のオアシス “Khorgos”
岩間 正春 サプライチェーン・ロジスティクス視点からの『一帯一路』 
鈴木勝 [一帯一路構想を取り巻く国際観光と観光立国ニッポン] 
三橋郁雄 OOAの実像に迫る

第10回 2018年12月21日 事務局 「各国のOOAへの対応」を明らかにする方法論について」

後藤正博 「OOAにおけるビジネスチャンスの可能性、日本企業の対応」

辻久子 　 「中欧班列とシベリア鉄道」

田中弘 「一帯一路沿線国の公的債務問題」

第23回政策フォーラム 2019年2月22日 三村　光弘 「北東アジア情勢の情勢変化と国際秩序の変化が一帯一路に与える影響」
第11回 2019 年 3月 15日 辻久子 　 「北極海航路の近況」 

本間 邦興
「中国エネルギー市場の変化とアジア市場へのインパクト （天然ガスを中心とし
て）」

小玉 朋恵 「一帯一路構想と情報ネットワークの展開」
事務局 「共同研究の継続についての検討

第12回 2019年9月13日 全員 11月8日の全体セミナーについて打ち合わせ
第13回（第28回政策フォー
ラムと同時開催）

2019年11月8日
日中経済協会において、情報誌港湾連載12回を記念して講演会開催（政策フォー
ラムとして開催）宮本雄二元中国大使が特別講演する

OOA研究会発表論文（NPO法人「北東アジア輸送回廊ネットワーク」）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１回（対面開催） 2020年2月21日 田中 弘 「OOA 研究会第１期を終えるにあたって」
鈴木 勝 「北東アジアコースタルエリアの研究（開発と国際交流創造）」
鈴木 勝 同上資料
三橋郁雄 「第１回 OOA 新研究会」
後藤 正博 「北東アジアコースタルエリアの研究（開発と国際交流創造）」の研究内容
崎本 武志 「北東アジアにおける交通機関の観光利用に関する研究」
千原 嗣朗 「OOA 新研究会での研究内容（案）について」
小玉 朋恵 「OOA 新研究会における研究テーマについて」（
三橋 郁雄 「国連専門機関への中国の進出状況（未定稿）」

第2回（書面開催） 2020年6月4日 事務局
当初6月4日に第2回会合を行う予定でしたが、事務局としては開催困難と判断し、会
合は事態がおさまった以降に延期したいと思います。しかし意見交換はメールを通
して実施できますので実行したいと思います。

鈴木 勝 C O V I D - 19 新型コロナウィルス感染症と国際クルーズ＜中間的調査報告＞
（将来の観光立国ニッポンのクルーズのポジションを、少しばかり考える）

辻久子 10年目を迎えた中欧班列（ロジステイックス　ナビ）
岩間正春 北東アジアにおける「港湾ネットワーク」の脆弱性

～スポーク港化する日本コンテナ港湾を通して～
田中 弘 中国　珠江デルタ地域「大湾区」発展計画　（中間報告）
三橋 郁雄 一帯一路と新型コロナウイルス感染状況

第3回（WEB開催） 2020年8月20日 岩間正春 北東アジアにおける「港湾ネットワーク」の脆弱性

～スポーク港化する日本コンテナ港湾を通して～

三橋 郁雄 一帯一路と新型コロナウイルス感染状況

第4回（WEB開催）ミニ
フォーラム

2020年8月27日 鈴木 勝 「コロナ禍の国内＆国際観光」＋「クルーズ」の一部

崎本 武志 「コロナ禍の国内＆国際観光」＋「クルーズ」の一部

沖田一弘 「ウィズコロナ時代のクルーズ業界－現状と今後の展望」

第５回（WEB開催） 2020年9月3日 田中 弘 「中国　珠江デルタ地域「大湾区」発展計画と香港情勢の影響」

後藤 正博 「最近の香港関連情報の提供」

辻久子 「中欧班列とTSRの近況」

崎本 武志 今後の研究方向「東アジアにおける海陸双方のクルーズ戦略」

第6回（WEB開催） 2020年12月3日 花田麿公 香港雑感－香港をめぐり考えること－

千原 嗣朗 ツーウェイツーリズムの進展を目指して

　～日本の姉妹都市交流からの一考察(中間報告）～

佐々木一彰 「マカオと日本のIR状況」

第7回（WEB開催） 2021年3月4日（木） 辻久子 2020年のロシア港湾物流＆ユーラシア大陸コンテナ鉄道輸送（辻 久子）
岩間正春 新型コロナパンデミック下の国際物流とポストコロナ時代の国際物流
三橋 郁雄 我が国の物流課題と20年後世界から見た物流政策提言
小玉 朋恵 デジタル覇権をめぐる動き

第８回（WEB開催） 2021年6月3日（木） 千原 嗣朗 「北東アジアの姉妹・友好都市（港湾を含む）交流の活性化を目指し
てーツーウェイ・ツーリズムによる多文化共生社会へのステップー」

崎本 武志 「北東アジアにおける港湾およびクルーズを活用した観光の創造」

鈴木 勝 「ポスト・コロナ期観光のV字回復を目指して－北東アジア＆観光立国

ニッポンを中心にして－」

第9回（WEB開催） 2021年7月15日（木） 後藤 正博
「最近の中国情勢について～第 14 次五か年計画を中心に～」及び参加者の中国
に対する思い感想懸念など開陳

第10回（WEB開催）第31回
政策フォーラムに参加の形で
実施

2021年9月24日 安部智久 「最近の北極海航路の状況について：AISデータによる分析を中心に」

OOA新研究会発表論文


