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１．ＡＳＥＡＮ共同体への過程     
①第9回首脳会議、第二ASEAN協和宣言(2003.10. 
  バリ） ASEAN共同体を2020年までに創設 
 
    
 
 
 

   
    
   政治安全保障 
    共同体 (APSC) 
    

 
 
 
 ⇒ ASEAN共同体発足を2015年に前倒し 
   （第13回首脳会議、2007.11. セブ） 3 

経済共同体 
(AEC) 

 

社会文化共同体 
(ASCC) 



② ASEAN 憲章の採択（2007.11）発効（2008.12) 
  首脳会議（年2回開催）  

   3つの共同体に対応した理事会構成 

  組織の再編、  人権機構を設立 ⇒ AICHR  

  ASEAN調整理事会(ACC)ー ASEAN連結性調整委員会(ACCC, 2010.10)  
 

③ ASEAN 連結性マスタープラン  
  第17回ASEAN首脳会議（2010.10 )で報告   
 
 

    物理的連結性  制度的連結性   人的連結性 
 
（交通、情報通信，        （貿易自由化，投資促進，                （観光・教育・文化） 
エネルギー網等）            サービス自由化・円滑化等） 
       
 
            

                               開発格差の是正 
                                       
 

           

            
     ASEAN 共同体の創設 
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（背景）① AFTA⇒ ASEAN 物品貿易協定（ATIGA)  
    http://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/asean_fta/pdf/atiga.pdf 
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 関税撤廃:先行加盟6カ国は2010年までに原則すべての品目につ
いて実施済み。CMLV諸国は2015年までに一部例外（全品目の
7％まで）を除いて実施の予定。残る品目についても2018年まで
に実施の予定。  

 2009年2月ASEAN物品貿易協定（ATIGA）署名、2010年5月発効。  
 

②「ASEAN ビジョン2020」（1997.12） 
  「2020年までに、共通の地域identity を備え、社会正義と法の支

配に基づき、社会的結合性があり、思いやりのあるASEAN] 

 
 → Hanoi Plan of Action (HPA)  （1999～2004） 
 → Vientiane Action Program(VAP)(2004～2010）  
 

③1997～98年以後の経済的危機感 

 →地域的経済圏確立による「中心性」追求 

 ⇒ 
 ＡＳＥＡＮ・中国包括的枠組み協定（２００３．７) ２０１０年にNormal Track 関税撤廃  

 ＡＳＥＡＮ 韓国 （２００７．６) 物品貿易協定、サービス貿易、投資協定発効） 

 ＡＳＥＡＮ日本（２００８．１２） 

 ＡＳＥＡＮ インドFTA （２００９年８月署名、 ２０１０年１月発効  

 ＡＳＥＡＮ豪州・NZ （２０１０．１） 
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（進捗状況） 
 The AEC Scorecards（2010,2012) 
  ⇒ AECポスト2015ビジョン 
  ⇒東アジア・ASEAN経済研究センター（Economic 

Research Institute for ASEAN and East 
Asia:ERIA) 

 
(ASEAN共同体ができる重要性は何か） 
AEC：東アジアの生産拠点の一部 
   外国投資誘致、購買力をもつ中間層 
   地域レベルで自由貿易ルール作りの制度 
APSC：紛争予防のメカニズム 
ASCC：社会の連結性、格差是正  
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２．ＡＳＣＣの目標 
「ASCCブループリント」第14回首脳会議(2009) 
   
   ASEAN Identity と連帯感を強め、「思い やりと
分かち合いのある社会(a caring and sharing 
society)」を構築すること 

 
６つの課題（従来の内政課題と新しい課題） 
  A. 人間開発 
  B. 社会的厚生と保護 
  C. 社会正義と権利保障 
  D. 環境の持続性 
  E. ASEAN Identity の構築 
  F.   原加盟国とCLMV諸国との格差是正 
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Ａ．人間開発 (Human Development)  

    教育開発:  基礎教育へのアクセス、大学教育の促進  

     人材育成による技能向上と雇用創出 

    情報通信技術（ICT） の促進  

      行政サービスの能力向上 等   

Ｂ．社会的厚生と保護 

    貧困削減  

    Social Safety Net （グローバル化による負の影響軽減）  

    食糧安全保障の促進 

    保健医療制度へのアクセス改善  

    伝染病対策  

    不法ドラッグ撲滅  

    自然災害に対する強靭性のある共同体構築 

Ｃ．社会正義と権利 

    女性、青年、高齢者、障害、移住労働者の権利保護と保障  

    企業の社会的責任（CSR）  
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Ｄ．環境の持続性 
   グローバルな環境問題 
   越境的な環境汚染 
   環境教育を通した持続可能な開発促進  
  
Ｅ．ASEAN Identity の構築  
   ⇒ 学校教育や芸術やスポーツ等を通して青少年が  
       ASEAN Identity を共有することを重視 
       ASEAN文化遺産の保存  
         文化的創造性と産業 等 
 
Ｆ．原加盟国とCLMV諸国との格差是正 
 
 
⇒ 政治安全保障分野と経済分野以外のすべての分野が対象 
 ASCC は人々を対象とした地域共同体構築のアプローチ 
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３．ＡＳＣＣの運営  
（１）組織 
                                                        

                         ASEAN首脳会議 
 

  

 ASEAN事務局長                   

                               ASEAN調整理事会 (ACC)  
ASEAN常駐代表委員会（CPR）                       
                                                                         ASEAN連結性調整委員会（ACCC） 
                                                 

                  ASCC理事会       下部委員会  
                                                                                                     
                                             
    

   ASEAN文化芸術相会議(AMCA)              ASEANスポーツ担当相会議（AMMS）                                                        
   ASEAN災害管理相会議(AMMDM)           ASEAN教育相会議(ASED)  
   ASEAN環境相会議(AMME)              越境煙害に関するASEAN協約締約国会議(COP)        

   ASEAN保健相会議(AHMM)             ASEAN情報相会議(AMRI) 
   ASEAN労働相会議(ALMM)             ASEAN村落開発貧困削減担当相会議          

                     （AMRDPE）    
   ASEAN科学技術相(AMMST)           ASEAN 社会開発相会議(AMMSWD)                           
   ASEAN青年相会議(AMMY)               ASEAN女性に関する閣僚会議(AMMW） 
   出所）http://www.asean.org/communities/asean-socio-cultural-community を基に作成  11 
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（２）ASCCプログラムの資金 
 教育の促進、人材育成による雇用創出、貧困削減等 
  基本的に内政課題であり、各国政府が予算編成  
    ⇒ ASCC理事会は補佐的な調整 

 
 加盟国の資金拠出を基盤としつつ、ASEANプラス３や
拡大閣僚会議等を通して、域外からの資金協力や技術
協力により実施 

   ⇒ 資金面や技術面で対外的な依存度が高い 
    （とくにCLMV諸国） 
 
 一方、ASEAN開発基金のほか、ASCC関連の基金（ASEAN
科学技術基金、ASEAN生物多様性基金、ASEAN青年プロ
グラム基金等）が増えている 
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（３）方法の課題 
 ＡＳＣＣ全体の利益 vs  国内の利益 
   部分が全体を牽引するか？ 
 
 ＡＳＣＣの求心力、明白なリーダーの不在  
   APSC AECとの相違  
 
 資金提供者の権限、関与のあり方 
   ASCC 理事会の調整能力、効率性  
       ⇒ 中国 「中国ASEAN運命共同体」(2013.10) 
                        アジアインフラ投資銀行（AIIB） 
 
 ボトム・アップ 型、参加型アプローチ  
  市民社会、専門家、共同体等 
 
  人々の連結性(connectivity)強化に関連づけた方法、 
   ASEANの地域的文化育成を意識した方法の重要性 
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４．ＡＳＣＣに向けた活動実績 
「ASCCブループリント中間報告書」（2014） 

「全般に積極的にプロジェクトが実施されている」と肯定的に評
価。（Mid-Term Review of the ASEAN Socio-Cultural Community 
Blueprint：2009-2015)    
http://www.asean.org/images/resources/2014/Apr/FA_Executive_Summary_
FINAL-WEB[1].pdf 
 

（1) 教育  ⇒ ASCCが最重視している分野の一つ 
      加盟各国の歴史と文化の知識と理解を通した  
         ASEAN Identity の構築 
      ⇒ 小学校カリキュラムにASEANについての学習を導入 
              大学ではASEAN研究を促進、 
             ASEAN University Network (AUN)  
          ASEAN 工学系高等教育ネットワーク(AUN-SEED-Net) 

              ⇒ JICA支援 
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 ASEAN単位互換制度(ASEAN Credit Transfer 
System: ACTS)  
 

 SEAMEO/ Regional Centre for Higher Education       
and Development (SEAMEO/RIHED) による The 
ASEAN International Mobility for Students( AIMS) 
Program  

    
   SEAMEO College (2013.3) 
     ASEAN内の高等教育専門家の研修、政策提言等 
  
⇒ 社会的背景の相違、経済格差 
  共通の目標を設定する困難 
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５．日本の協力の可能性 
（１）日本のODAの重点課題概況 
 
ODA大綱（2003年8月） 
ODA中期政策（2005年2月）重点課題 
 貧困削減 ⇒ MDGs 関連  
  
 地球的規模の問題への取組み 
「持続可能な開発のための環境保全イニシア
ティブ（EcoISD）」「京都イニシアティブ」 
 

 教育・人材育成 
 防災協力イニシアティブ 
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防災協力イニシアティブの概要 （平成17年1月） 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/archive/bosai_initiative.html 

 
 
1．ODA大綱、ODA中期政策を踏まえた国別援助計画、分野別援助政策」  
       国連防災世界会議の機会に発表  
2．基本的考え方 
   防災は、貧困削減、持続可能な開発を実現する上で重要な前提の一つ  
   開発途上国の自助努力を支援するパートナーシップを重視  
3． 基本方針  
   防災への優先度の向上、 人間の安全保障の視点、 ジェンダーの視点 
   ソフト面での支援の重要性、 日本の経験、知識及び技術の活用 
   現地適合技術の活用・普及、 様々な関係者との連携促進  
 
4． 災害の各段階に応じた協力  
 （1）災害予防の開発政策への統合 
 （2）災害直後の迅速で的確な緊急支援 
 （3）復興から持続可能な開発に向けた協力 
    災害に強い経済社会基盤・建築物整備に向けた支援 
5． 具体的取組 
  （1） 制度構築 
  （2） 人づくり 
  （3） 経済社会基盤整備 
  （4） 被災者の生活再建支援  
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平成26年度国際協力重点方針 

 人間の安全保障の基本理念に基づき、貧困削
減と包摂的成長の実現、ミレニアム開発目標
（MDGs）達成に向けた支援等を行う。 
 

 防災分野で2013年から3年間で30億ドルの支
援公約（2013年12月日・ASEAN特別首脳会
議「日・ASEAN防災パッケージ」表明）
2015年3月の第3回国連防災世界会議開催 

 国際保健外交戦略及びユニバーサル・ヘル
ス・カバレッジ（UHC） 
 

⇒ ASCCの重点課題と重複 
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平成26年度国際協力重点方針（外務省国際協力局 平成26年5月） 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/pdfs/26_jyuten.pdf ） 
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（２）ASCC分野関連のASEAN支援  
ASEAN支援 

①域内連結性の強化や産業基盤の整備のためのインフラ整備支援 

②域内および国内格差是正のための支援（貧困削減や人材育成、保健・ 

 女性分野における支援を含む） 

③日・ASEAN防災ネットワークの拡充を含む防災協力、環境・気候変動・ 

 エネルギー等持続可能な社会の構築のための支援 

 

メコン地域支援 

①「東京戦略2012」実現に向けた支援 

 ・メコン連結性の強化、・貿易・投資の促進 

 ・ 人間の安全保障・環境の持続可能性の確保 

②ミャンマー支援 

 ・国民の生活向上（少数民族支援含む） 

 ・経済・社会を支える人材能力向上、制度整備 等 
 

（出典）外務省（2014）『2013 年版 政府開発援助（ODA）白書』、 114頁。 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/13_hakusho_pdf/pdfs/13_ha
kusho_020203_1.pdf   20 
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（３）「より良い暮らしのためのパートナー」 
 第17回 日・ASEAN首脳会議 （平成26年11月12日）  
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page3_001006.html 

 日本はASEANにおけるユニバーサル・ヘルス・カ
バレッジ（UHC）の達成を重視 
日ASEAN健康イニシアティブ」として、健康増進、 
病気の予防及び医療水準の向上に向け、5年間で8千 
人の人材育成を目指す 
「日・ASEAN防災協力強化パッケージ」のうち既に
約600億円の支援と約250人の人材育成を達成。引き続
きAHAセンター（ASEAN防災人道支援調整センター）
等を通じた支援を行う 
「女性が輝く社会」の実現に向けて協力 
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（４）ASCCに関する日本の協力ー 評価と課題 

  能力と意思と実績があり、すでに多面的に始動して いる  
 

 「質」の向上を志向した開発協力 
  ⇒  食の安全、消費者保護、リスク管理、法の支配、 
   環境保全等 
 
 ルール重視の共同体構築（知財権、環境、安全基準等） 
 
 ASCC像に、日本の基本的価値観（自由な自己実現、 
  教育を通した能力向上、市民社会の参加、持続可 
  能な開発の追求等）の投影 
 
 Ownership の尊重、政策プロセスへの積極的  
     関与を通した新しいパートナーシップ の実現 
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