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福田ドクトリン
1977 年 8月、福田赳夫首相（当時）がマ
ニラで表明した日本の東南アジアに対する
外交政策三原則：
⑴ 軍事大国にならず東南アジアひいては世
界の平和と繁栄に貢献
⑵心と心の触れあう信頼関係の構築
⑶ ASEANの連帯と強靭性強化のための努力
に協力し、インドシナ諸国との相互理解
の醸成をはかり東南アジア全域の平和と
繁栄に寄与

ASEANの設立目的（バンコク宣言）
1． 東南アジア地域の経済成長、社会的進歩、文
化的発展の促進

2． 地域内の平和と安定の促進
3． 経済・社会・文化・技術・科学及び行政の各
分野における共通の諸問題に対する相互援
助、相互協力の推進

4． 教育、専門職、技術及び行政の各分野におけ
る訓練研究施設の面での協力促進

5． 農業、工業の一層の活用、貿易の拡大、運輸
通信施設の整備、国民の生活水準向上のため
の協力促進

6． 東南アジア研究の促進
7． 同様の目的を持つ既存の国際機構及び地域的
機構と協力関係を保持、一層緊密な協力のた
めの方策探求

Fukuda Doctrine
The Fukuda Doctrine is the collective name for the three basic 
principles of Japanese diplomatic policy towards Southeast Asia. The 
three principles were enunciated by then Prime Minister Takeo Fukuda 
in Manila in August 1977. 
(1) Japan is committed to peace, and rejects the role of a military power.
(2) Japan will do its best to consolidate the relationship of mutual 

confidence and trust based on “heart-to heart” understanding with 
the nations of Southeast Asia;

(3) Japan will cooperate positively with ASEAN while aiming at fostering 
a relationship based on mutual understanding with the countries 
of Indochina and will thus contribute to the building of peace and 
prosperity throughout Southeast Asia.

Aims and Purposes of ASEAN (Bangkok Declaration)
1.  To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through 

joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a 
prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations;

2.  To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law 
in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United 
Nations Charter;

3.  To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the 
economic, social, cultural, technical, scientifi c and administrative fi elds;

4.  To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the 
educational, professional, technical and administrative spheres;

5.  To collaborate more eff ectively for the greater utilization of their agriculture and industries, the 
expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, 
the improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living 
standards of their peoples;

6.  To promote South-East Asian studies;
7.  To maintain close and benefi cial cooperation with existing international and regional organizations 

with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among 
themselves.

“The ASEAN Way”
Raise our fl ag high, sky high

Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one

Look-in out to the world.
For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.
We dare to dream we care to share.

Together for ASEAN
We dare to dream,

We care to share for it’s the way of ASEAN.

ASEAN
“One Vision, One Identity, One Community”.

原加盟国 5カ国の外相がバンコクに集まり、ASEAN設立宣言（バンコク宣言）に署名（1967
年 8 月 8 日）写真提供 : ASEAN 事務局 /Signing of the establishment of ASEAN, Bangkok, 
August 8, 1967（Picture: ASEAN Secretariat）

ジャカルタにあるASEAN事務局（職員約400人） /ASEAN Secretariat building (est. 400 offi  cials)

1970's
アメリカ軍のベトナム撤退、インドネシア半島における共産化の動き、中国の台
頭、ベトナムによるカンボジア侵攻にともない、ASEANは政治的な結束を強め、
安全保障問題にも積極的な関与するようになりました。

1980's

冷戦の終結、カンボジア和平など地域の情勢も安定してきました。ASEAN地域
は国際社会からの支援、外国企業の進出などに後押しされ、「世界の成長センター」
といわれるほどの目覚しい経済発展を遂げていきます。特に、1985 年のプラザ
合意以降、日系企業のASEANへの生産拠点設立が加速し、各国の工業化・経済
発展を推し進めています。

1990's

ASEANは ASEAN拡大外相会議（PMC）やアジア欧州会議（ASEM）の開催な
ど、地域外の国や地域との関係を強化し、対話の場を増やしていきます。また、
ASEAN域内においては「ASEAN自由貿易地域（AFTA）」の設立に合意、「ひと
つの生産拠点、ひとつの市場」を合言葉に、経済分野での協力の重要性が増して
いきます。90年代後半にはベトナム、ラオス、ミャンマー及びカンボジアが加
わり、設立以来の目標であった「ASEAN10」が実現し、東南アジア地域の統合
体としての役割を強めます。

2000's

1997 年に起きたアジア通貨危機を乗り越え、ASEANは域内の連携を深め、更
なる発展を目指します。「ASEAN安全保障共同体（ASC）」、「ASEAN経済共同
体（AEC）」及び「ASEAN社会・文化共同体（ASCC）」の 3つの共同体形成を
通じたASEAN共同体を 2015 年までに実現することを提唱します。また、他の
地域との関係も更に強化し、2005年からは、1997年より開催している「ASEAN
＋ 3（日本・中国・韓国）首脳会議」に加え、オーストラリア、ニュージーランド、
インドをふくめた東アジア首脳会議（EAS）を開催します。

2010's

2015 年に ASEAN共同体が創設。現在、ASEANは共同体を強固にするための
様々な取り組みを推進しています。特にASEAN経済共同体は、域内で「ヒト・
モノ・カネ」の行き来が自由になることで更なる経済の活性化が予測されており、
ASEAN地域は経済成長が著しく、潜在力が高い地域として、日本のみならず世
界中から注目を集めています。2017 年には、ASEAN設立 50 周年を迎え、新
たな時代へと進んでいます。

1967 年の設立宣言以来、東南アジア地域の平和と安定を目指し、
発展を続けてきたASEAN。日本とは、最初の協力関係が始まっ
た 1973年から現在まで、深く多面的な交流が続いています。

日・ASEAN関係のあゆみ（ASEAN-Japan Milestones） ASEANのあゆみ （ASEAN Milestones）
●「日・ASEAN合成ゴムフォーラム」が設置され、日本とASEANは対話を開始
　Japan - ASEAN relations began. 1973 1967 ● 東南アジア諸国連合（ASEAN）設立 / Founding of ASEAN 1976 ● 第1回 ASEAN首脳会議開催 / 1st ASEAN Summit

→東南アジア友好協力条約（TAC）とASEAN協和宣言を採択
*  東南アジア友好協力条約（TAC） : 国連憲章に基づき、域内諸国間において平和的な関係を維持・
管理するための国際的合意
* ASEAN協和宣言 : 政治、安全保障、経済分野など、域内協力の基本原則
→ASEAN事務局の設置を採択

● 第 1回・ASEANフォーラムが開催され両地域の関係が公式なものとなる。8月には日・ASEAN
首脳会議を実施 / 1st ASEAN -Japan Summit
● 福田赳夫総理（当時）が訪問先のマニラでASEAN地域重視の外交政策「福田ドクトリン」を表明 
/ Fukuda Doctrine in Manila

1977

● 東京に東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター（日本アセアンセンター）が設立 / 
Establishment of ASEAN-Japan Centre, Tokyo

1981
1984 ● ブルネイ・ダルサラーム国加盟 / Brunei Darussalam joined ASEAN
1992 ● 第 4回 ASEAN公式首脳会議にて、域内の関税撤廃により自由貿易を実現させるASEAN自由貿易

地域（AFTA）の創設を採択
● 日本の提案で、アジア太平洋における政治・安全保障の分野に関する対話の場であるASEAN地域
フォーラム（ARF）が初めて開催

1994 1994 ●  ASEAN地域フォーラム（ARF）の創設を採択 /ASEAN Regional Forum （ARF）

1995 ● ベトナム社会主義共和国加盟 / Vietnam joined ASEAN
● 第 1回日・ASEAN首脳会議開催 / 1st Offi  cial ASEAN-Japan Summit
● 第 1回 ASEAN＋ 3（日本・中国・韓国）首脳会議開催 / 1st ASEAN plus Three Summit

1997 1997 ● ラオス人民民主共和国加盟 / Laos joined ASEAN
● ミャンマー連邦加盟 / Myanmar joined ASEAN

1999 ● カンボジア王国加盟「ASEAN10」の実現 / Cambodia joined ASEAN. ASEAN realised 
ASEAN 10.● 幅広い分野において経済連携を強化することにより、日・ASEAN関係の更なる深化を目指す「日・

ASEAN包括的経済連携構想」を日本が提唱
2002

● 日・ASEAN交流年
● 東京で ASEAN諸国の首脳が域外で始めて一堂に会した日・ASEAN特別首脳会議が開催。「日・
ASEAN東京宣言」及び「日・ASEAN行動計画」を採択し、日・ASEAN協力の展望について、具
体的な施策を伴った内容が合意される

2003 2003 ● 第 9回 ASEAN首脳会議にて、第二ASEAN協和宣言を採択し、2020 年までのASEAN共同体創
設を提唱

● 日本が東南アジア友好協力条約（TAC）に加盟 2004
● 第 1回東アジア首脳会議開催 / 1st East Asia Summit （EAS） 2005

2007 ●  ASEAN共同体の創設年を 2015年に 5年前倒しする
●  ASEAN憲章調印
●  ASEAN経済共同体（AEC）創設に向けたブループリントを発表

● 日・ASEAN包括的経済連携（AJCEP）協定が発効 / ASEAN-Japan Comprehensive Economic 
Partnership （AJCEP） Agreement came into eff ect.

2008 2008 ●  ASEAN憲章発効 / ASEAN Charter came into eff ect.

● 駐 ASEAN日本政府代表部開設 / Establishment of the Mission of Japan to ASEAN in Jakarta
● 日・ASEAN首脳会議において、日・ASEAN関係を更に強化することを謳ったバリ宣言・行動計
画を採択

2011 2011 ● 東ティモールがASEANに加盟申請

● 「日・ASEAN友好協力 40周年」- 日本がASEANと対話を始めてから 40周年を祝し、日本の国
内外で多くの記念事業が実施される
● 東京で、2回目となる日・ASEAN特別首脳会議が開催。日・ASEAN協力の未来の方向性を示す「日・
ASEAN友好協力に関するビジョン・ステートメント」を採択

2013
2015 ● 第 27回 ASEAN首脳会議にて、ASEAN共同体ビジョン 2025を採択

●  ASEAN共同体の創設 / Establishment of ASEAN Community
2017 ●  ASEAN設立 50周年 / ASEAN's 50th Anniversary of establishment

ASEAN共同体ビジョン2025
ASEAN経済共同体 (AEC)
ブループリントの特徴

1 高度に統合されかつ結束した経済

2 競争力のある革新的でダイナミックなASEAN
3 高度化した連結性と分野別協力

4 強靭で包括的、人間本位・人間中心のASEAN
5 グローバルASEAN

ASEAN事務局ロビーに掲げられるASEAN10 加盟国とパートナー国の国旗 /
Flags of ASEAN member states and its dialogue partners at the ASEAN Secretariat building

AEC
単一市場・生産基地から深く統合され且つ結束した経済

(A single market and produc�on base)

 急速に成長する10カ国

 総GDP額2兆5,494億米ドル（2016年推定値）

 若い労働力
 急速に拡大する中産層
 強固な立地上の相補性

ASEAN物品
協定（ATIGA）

シングルウィンドゥ

(Single Window)

ASEAN包括的
投資協定
（ACIA）

ASEANサービス

貿易枠組協定
（AFAS）

相互承認協定
（MRA）

ASEAN連結性
(ASEAN Connec�vity)

ASEAN財政協力
(ASEAN Finance 

Cooperation)
ASEAN証券取引所

(ASEAN Stock Exchanges)
ASEAN開示基準

(ASEAN Disclosure 
Standard)

モノの自由な流れ
インプットの調達

(Free flow of
 goods) 

投資の
自由な流れ

(Free flow of 
investment)

サービス分野
における

貿易の自由化
(Free flow of services)

熟練労働者の
自由な移動

(Free flow of 
skilled labour)

資本の
自由な流れ

(Freer flow of
capital)

AECの目的
(Objective of AEC)

仕組み・制度
(Mechanism and Arrangement)

特徴
(Characteristics)

 10 rapidly growing economies
 637 million popula�on (2016 est.) 
 2.5 trillion combined GDP (2016 est.) 
 Young labour force
 Rapidly expanding middle-class consumers

 Loca�onal complementarity

6.37億人を超える人口（2016年推定値）

ASEAN
（東南アジア諸国連合）（1967年設立）

ARF
（ASEAN 地域フォーラム）（1994年設立）

ASEAN+3
（日中韓）（1997年開始）

EAS
（東アジア首脳会議）（2005年設立）

APEC
（アジア太平洋経済協力）

（1989年設立）
EU

India

Russia

Japan
China
S. Korea

N. Korea

U.S.A
Australia
New Zealand

Canada
Papua New Guinea

Mexico
Chile
Peru
Taiwan
Hong Kong (China)

Pakistan
Bangladesh
Sri Lanka
Timor-Leste
Mongolia

Cambodia
Laos
Myanmar

Brunei
Indonesia
Malaysia
Philippines

Singapore
Thailand
Vietnam

ASEAN加盟の歴史/
The History of ASEAN Participation

ASEANを中心とする地域協力

ASEAN対話国（10カ国）/10 ASEAN Dialogue Partners

ASEAN経済共同体/ ASEAN Economic Community (AEC)
ビジネス・投資に係る決定における影響/Selected Influences on Business and Investment Decisions

Source：  AJC compilation, based on ASEAN Secretariat

1. ASEAN ASEANの設立から50年の歩み/50 Years of ASEAN
統合を進めるASEAN共同体/ASEAN Community Integration

ASEANの歌

メンバー各国は対等、コンセンサ
ス重視。ASEANへの拠出金も各
国同額。2018 年から ASEAN事
務総長はブルネイ人へ。
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