
知性 100人が韓日海底トンネルを語る 

 

この本に登場する知性 100 人は、これまで雑誌「ピースロード」に論文、寄稿、インタビューなどを通

し、韓日トンネルおよびそれを含む概念である「ピースロード」に関連し提言した方々である（本書、発

刊の辞より抜粋）。 

カナタ順 

韓国 91名 

１ カン・デミン 慶星大学校 社会学 教授（朝鮮通信使学会長） 

２ カン・ドクス 韓国外国語大学校 名誉教授（韓国-サハ親善協会 会長） 

３ カン・ムギル 釜山市議会 議員 

４ コ・レオㇰ 延世大学校 教授 

５ コ・ミンス 南北統一運動国民連合 済州支部 共同会長（前 済州市長） 

６ カク・キョルホ 韓陽大学校 碩座教授（前 環境部 長官） 

７ ゴン・テシン 前 国家競争力強化委員会 副委員長（前 国務総理室長） 

８ キム・デジュン 前 大韓民国 大統領（1924-2009） 

９ キム・ドンヘ 
ビジョンケア(visioncare)理事長（医学博士） 

10 キム・ミンハ 前 中央大学校 総長 

11 キム・ビョンス 前 世界日報 社長 

12 キム・サンファン 湖西大学 土木工学科 教授 

13 キム・ヨンホ 汝矣島研究所 政策顧問 

14 キム・インホ 市場経済研究院 理事長（前 韓国貿易協会長） 

15 キム・ジェボ 韓米協会 副会長（前ウルグアイ大使） 

16 キム・ジェボン 前 忠清南道 道議会 議長 

17 キム・ジュソㇷ゚ 前 国務総理 儀典室長 

18 キム・ジンミョン 小説家 

19 キム・チュンファン 南北社会統合研究院 院長（前 統一部 南北会談本部 企画部長） 

20 キム・ハンス 朝鮮日報 宗教専門記者 

21 キム・ヒョンソク 南北社会統合研究院 理事長（前 統一部 次官） 

22 キム・フェジュン 釜慶大学 地球物理学科 教授 

23 ノ・ムヒョン 前 大韓民国 大統領(1946-2009) 

24 マ・チャンレ 中央大学校 都市計画 不動産学科 教授 

25 ムン・ハンシク 弁護士（前 国民権益委員会 非常任委員） 

26 パク・キョンブ 韓日海底トンネル研究院 理事長 

27 パク・ポーヒ 韓国文化財団 総裁（1930-2019） 

28 パク・サング 前 錦湖アシアナグループ 会長 

29 パク・サンゴン 平和自動車 名誉会長 



30 パク・ソンヨル 世界平和道路財団 諮問委員 

31 パク・ウォンドン 前 韓国防衛事業研究院 理事長 

32 パク・ウォンホン 韓日親善協会中央会 副会長(前 SBS/KBSアンカー) 

33 パク・ジョンジン 文化評論家（文化人類学 博士） 

34 パク・チュンヒョン 韓半島平和国際協力ネットワーク 会長 

35 パク・ジンフィ 韓国海洋大学校 物流システム工学科 教授 

36 パク・チャンヒ ストーリーラボ秀作 代表（前国際新聞 大記者） 

37 パク・パンド 前 慶南道議会 議長 

38 パク・ミョンファン 平和大使光州市協議会 会長（前光州広域市議会 議長） 

39 ペ・ヨン 韓国画家 

40 ソ・ドンヒョン 株式会社賢 E＆C代表理事 

41 ソ・イテク 韓日トンネル研究会 共同代表（釜山大 名誉教授） 

42 ソル・ヨンス 中央労働経済研究院 理事長（南北統一運動国民連合 常任顧問） 

43 ソン・デオ 韓国平和研究学会 理事長（前 世界平和教授協議会 会長） 

44 ソン・ガンソク 南北統一運動国民連合 会長（民族和解協力汎国民協議会 共同議

長） 

45 ソン・ドンソプ 壇国大学校 経営大学長 

46 シン・ジャンチョル 崇実大学校 日本語日本文学科 教授 

47 シム・ジェゴン 前 国会 外交統一委員長（国際政治学 博士） 

48 アン・ギョンハン 前 釜山新港湾 社長 

49 アン・ゴンヒョク 前 保険監督院長（前財務部 次官） 

50 アン・ウェソン 宇宙英才科学院 代表 

51 アン・フンジュン 前 国会 外交統一委員長 

52 ウァン・ソング 韓国食品流通研究院 理事長（農学博士） 

53 ウォン・ユチョル 国会議員（前未来韓国党 代表） 

54 ユ・イルホ 前 国土交通部 長官 

55 ユン・ヨンフィ 慶北大学校 名誉教授 

56 イ・ヨン 統一列車リーダーシップアカデミー共同学長（前 民主平等 釜山

市 副議長） 

57 イ・ガンセ 慶南大学校 極東問題研究所長（前 統一部次官） 

58 イ・ドンソプ 大韓赤十字社 江原道支社 会長（前 江原道副知事） 

59 イ・リヒョン 青雲大学校 名誉総長（大韓民国 学術院 会員） 

60 イ・サンウ 新アジア研究所長（前 西江大学校 教授） 

61 イ・ソンチュル 前 韓米連合司令部 副司令官（予備役 陸軍隊長） 

62 イ・スンホ 尚志大 大学院長（韓国海底トンネル研究会長） 

63 イ・シチャン 南北統一運動国民連合 顧問（前 正しく生きよう運動大田協議会

長） 



64 イ・オギ 韓半島発展研究院 選任研究委員 

65 イ・ヨンタク 世界未来フォーラム 会長 （前 国務調停室長） 

66 イ・ヨンホ 前 国会議員（水産学博士） 

67 イ・ヨンフム 一信設計 会長（韓日トンネル研究会 共同代表） 

68 イ・チャンフン 前 漢拏大学校 総長（アセム研究院 院長） 

69 イム・チョンソン 国会議員 

70 チョン・イルス 前 仁川大学校 東北亜物流大学院長(1950-2007) 

71 チョン・テイク 韓国外交協会（前 青瓦台 外交安保首席） 

72 チョン・ハウン KAIST（韓国科学技術院） 碩座教授 

73 チョン・ホニョン 前 釜山大学校 工学大学長 

74 チョ・ミョンチョル 前 国会議員(前 金日成総合大 教授) 

75 チュ・ドンムン 孝情国際科学統一財団 理事長（前 世界平和道路財団 理事長） 

76 チュ・ジョンギ 平和大使協議会 釜山広域市 会長（国際ライオンズ 韓国複合地区 

初代議長） 

77 チャ・ジュンミョン 鮮文大学校 教授 

78 チェ・ビョンファン 大田大学校 名誉教授 

79 チェ・ソンギュ 前 韓国鉄道研究院 院長 

80 チェ・ソンホ 京義大学校 教授（市場経済研究院 招聘研究委員） 

81 チェ・ヨネ 前 コレイル(KORAIL) 社長（前 韓国鉄道大学校 総長） 

82 チェ・ユンギ 前 統一グループ維持財団 理事長 

83 チェ・ジェボム 前 韓進重工業 副会長（前 ソウル市 副市長） 

84 チェ・チグ 韓国政策貢献研究院 院長（釜山大学校 都市問題研究所 特別研究

員） 

85 ハン・ジョンマン 培材大学校 名誉教授（前 シベリア学会長） 

86 ホ・ジェワン 中央大学校 名誉教授 

87 ホン・イルシク 鮮鶴平和賞委員会 委員長（前 高麗大学校 総長） 

88 ファン・ジョンテク 鹿鳴文化研究院 院長（前 韓国新聞倫理委員会 専門委員） 

89 ファン・ハクチュ 前 延世大学校 名誉教授（物故） 

90 ファン・ホギュン 前 三星建設 建設部門 専務理事 

91 ホンギョウ和尚 大韓仏教曹溪宗伝戒大和尚 

 

 

 

 

 

 

 



日本 12名 

１ 梶栗正義 世界平和道路財団 日本会長 

２ 永野慎一郎 大東文化大学 名誉教授 

３ 野田順康 西南学園大学 教授 

４ 野澤太三 日韓トンネル研究会 会長（前法務大臣、工学博士） 

５ 西堀栄三郎 前 南極越冬隊長、発明家、登山家（1903～1989） 

６ 西川佳秀 東洋大学 教授 

７ 竹内雄三 国際ハイウェイ財団 技術委員長 

８ 徳野英治 国際ハイウェイ財団 会長 

９ 森喜朗 前 日本総理 

10 溝畑宏 大阪観光局 理事長(前 日本観光庁 長官） 

11 佐々保雄 北海道大学 名誉教授（前 日韓トンネル研究会 会長）（1907-2003) 

12 藤橋健次 日韓トンネル研究会 常任理事 

   

 

 

 

米国 4 名 

１ ジム・ロジャーズ ロジャーズホールディング 会長 

２ トーマス・プレイ 未来学者(ダビンチ研究所 所長) 

３ トーマス メクネビ ワシントンタイムズ 会長 

４ ジェラルド・ウォルリ メクノリア 韓国財団 理事長 

(前 ホニエル インターナショナル アジア太平洋支社 副会長) 

知性 100 人はカナタ順であり、肩書は可能な限り当時の肩書を使用した 

 

訳責：特定非営利活動法人日韓トンネル研究会 事務局  


