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▼最近の主な海外来訪者

＊台湾＝ Dr. Tain-Jy Chen
︵陳添枝 國
立臺灣大學經濟學系授︶他１名＝

月 日
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＊タンザニア＝
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Mr. Kaimu Abdulraham-
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︵タンザニア国家統計局
an Mohamed
社会統計部部長︶他５名＝ 月 日
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＊アメリカ＝ Dr. Jobaid Kabir
︵テキサ
ス大学オースティン校リンドン・ジョ

28

ンソンスクール研究員︶＝ 月 日
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＊ブラジル＝ Ms. Suely Juca Maciel
︵ペ
ルナンブコ州企画調査庁地域開発部
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＊台湾＝ Ms. Liu Shuhua
︵劉淑華 財
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員募集中です︒

＊年会費 一: 口 １万円

＊サービス内容 月: 刊誌﹃アジ研ワー
ルド・トレンド﹄送付︑講演会・セミ

ナーなどのご案内︑各種料金の割引な

ど︒

＊問合せ・申込先＝研究支援部成果普

及課︵賛助会担当︶

０４３│２９９│９５３６
TEL:
０４３│２９９│９７２６
FAX:

▼次号の特集は﹁貧困削減│先進国に

向けられる目﹂です︒

国際シンポジウム
「アジアにおける経済統合とインド」開催報告
2005 年 12 月 8 日、朝日新聞社、世界銀行との共催で国際シンポジ
ウム「アジアにおける経済統合とインド」を千代田区の経団連ホール
で開催しました。本シンポジウムでは、インドにおける経済成長の実
態と原因について、インドの台頭がアジアの経済統合にどのような影
響を与えるのかについて、活発な議論が展開されました。
シンポジウムは渡辺修ジェトロ理事長、武内健二朝日新聞東京本社
編集局長、吉村幸雄世界銀行副総裁・駐日特別代表の開会挨拶で始ま
りました。前半では、ジャグディシュ・バグワティ氏（米コロンビア
大学教授）が、
「インドの発展：課題と展望」と題する基調講演を行い

『アジア経済』
第47巻第1号
1月16日発売 1,050円(税込)
発展途上地域に関する理論機関誌
論文、
研究ノート、
学界展望、
書評、
紹介等掲載
*ご購入･お問い合わせは、
成果普及課まで
（電話:043-299-9735 FAX:043-299-9736）

ました。インド経済が長期的に中国に比肩しうるとの見解を述べたう
えで、日・印・中の三カ国がアジアのビッグ３として、貿易自由化交
渉においてリーダーシップを発揮すべきだと主張しました。続いて、
ホミ・カラス氏（世界銀行東アジア地域担当チーフエコノミスト）は、
東アジアにおける経済統合の実態を貿易、金融、サービスの面から説
明し、統合が遅れたサービス分野で自由化が進めば、インドと東アジ
アの間に補完関係が形成できると述べました。
後半では、張宇燕氏（中国社会科学院アジア太平洋研究所副所長）
、
チュララット・ステートーン氏（タイ財務省財務政策局副局長）
、内川
秀二（ジェトロ・アジア経済研究所研究企画課長）
、ラメシュ・チャン
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ド氏（インド国立農業経済政策調査センター主任研究員）が中国、タイ、
日本とインドの経済関係、インドの農業問題について、講演を行いま
した。その後、藤田昌久（ジェトロ・アジア経済研究所所長）を交え
てパネルディスカッションを行い、インドと東アジアの協力関係を探
るなど、議論が深められました。
最後に、朽木昭文ジェトロ理事の閉会挨拶により、シンポジウムは
閉会しました。ご来場、ご支援いただきました皆様に心より感謝申し
上げます。
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