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近藤 ASEAN は長い時間をかけて自分たちに合うやり方で地域の

統合を進めてきた．その一つの到達点を年末に迎える．関税撤廃は

ともかく，その他はこれからが本番だと思う．アジア太平洋の広域

化にどう対応するかも ASEAN の課題．統合体は三つの柱からな

る．経済，政治・安全保障，そして社会・文化．政治・安全保障面

について鈴木さんからお話を．

鈴木 南シナ海の領有権を巡る中国の行動に対する ASEAN の立場

と戦略を紹介する．まず，統一見解として中国の領有権主張は認め

ていない．そのうえで，中国と敵対的行動を自制する行動規範の作

成を進めている．中国が実効支配していることに加え，米国や日本

からの批判にも中国が強硬な態度を維持しているためだが，

ASEAN 内の対立もあってこうした対応を取っている．中国から直

接的被害を受けているフィリピン，ベトナムは強硬派．経済で中国

と密接な関係にあるタイ，カンボジア，ラオス，ミャンマーは親中

国．マレーシアとインドネシアは穏健派という構図だ．一方，米国は自制をと非難している

ようだが，強い態度に出られない．

ASEAN としては行動規範が策定できない状態を打開したい．実効支配を止められない中

で取り得る戦略の一つが，中国が敵対的行動をとらないようにすることで，そのために三つ

の取り組みがあげられる．

一つは，信頼醸成を目的とした事業に取り組んだりホットラインで相互依存関係を深める

ことで，ASEAN との対立は中国にとってもデメリットになるという状況をつくること．二

つ目が，有事に備えて軍事力強化を図ること．米国・日本と連携して海洋監視を強化してい

るし，日本はベトナムとフィリピンに巡視船供与を決め，防衛装備品の提供も進めている．

こうしたことを通じて抑止力を高めたいのだ．三つ目が，ASEAN 諸国間にある領有権問題
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を平和的に解決しておくこと．特に海の問題では交渉が進みつつある．こうしたことが中国

に対するプレッシャーになるか疑問はあるが，基本的には外交と政治的対話を一番に考えて

いると思う．

藤田 ASEAN 諸国を 10年取材してきた．ASEAN の大きな特徴は

多様性だ．人口は最大のインドネシアの約 2億 5000万人から最少

のブルネイの 42万人まで大きな開きがあり，1人当たり GNP（国

民総生産）はシンガポールの 5万 4000㌦に対し，カンボジアは 950

㌦だ．

政治体制も，民主的選挙が行われているインドネシアとフィリピ

ンは民主国家に数えられるが，マレーシアとシンガポールは管理さ

れた民主主義．ベトナムとラオスは社会主義．ミャンマーは徐々に改革が進むが軍事独裁と

それぞれ異なる．宗教もタイ，カンボジア，ラオス，ミャンマーは仏教が主流．インドネシ

アとマレーシア，ブルネイはイスラム教，フィリピンはキリスト教だ．言語もばらばらだ

し，都会的ビルが建ち並ぶシンガポールやクアラルンプールに比べて，工業化が進んでいな

いラオスは山岳地帯が多く，ヤンゴンの街中は今も古いビルが中心部にあり，国づくりが遅

れている．

しかし，多様な中にも共通点が見出せると感じた．若々しい国が多く，特に子どもの笑顔

は生命力にあふれ，励まされる．

ASEAN の共同体のキーワードは「多様性の中の統一」．多様性を生かしながらどう統合

を進めるかだ．「対立より協調」が ASEAN の一番大きな特徴で，一致できるところから合

意を重ねてきた．また，ベトナム戦争やカンボジア紛争の歴史から教訓を得ており，東アジ

アの地域協力を牽引している．日本と中国，韓国の関係とは対照的で，ASEAN は巧みな外

交戦略で結束を維持している．ASEAN の結束維持は地域安定にも重要だ．

六つの課題がある．▽人間開発▽社会的公正▽社会正義と権利保障▽環境の持続性▽

ASEAN アイデンティティーの構築▽原加盟国と新加盟国の格差是正だ．

近藤 これだけ違う 10カ国がまとまることの難しさを改めて感じた．共同体の行方はどう

なるのだろうか．

石川 「ASEAN 2025」は五つの柱重視だが，議論の最中．「2015」

でできたことをさらに伸ばすという方向になるのだろう．関税同盟

の話は出ていない．AEC をさらに進め，労働集約型から産業のイ

ノベーションを図るなど，今までやったことのない取り組みを進め

るとともに，貧困や環境など人間中心の問題に光を当て，国際社会

の中で存在感を示すだろう．2025年には日本の経済規模にかなり

接近しているのでは．
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近藤 政治・安全保障ではどうなる？

鈴木 政治・安全保障共同体ではまず，人権委員会をつくった．政治体制が異なる中，民主

国家でない国ではどんなことをやっているか見えないので人権・民主化に取り組む．二つ目

は，安全保障上の脅威への対応だ．脅威は南シナ海問題だけでなく，自然災害も大きく，防

災や災害協力を進めようとしている．これには軍が積極的に参画しようとしている．防災を

含めた国防で協力する中で，各軍が信頼性を高め，透明性を高めることを期待している．三

つ目が人間中心．どこまでピープルの安全保障を高めるか．その取り組みを人権委以外でも

進めようとしている．2025年は相変わらず通過点だろうが，今よりも進展はあるだろう．

安全保障に関しては域外国の協力を得ないと実現できないことを承知している．その点で，

日米対中国のパワーバランスがどう変わるかも左右するだろう．

近藤 社会・文化共同体は？

藤田 三つの共同体の中で一番遅れている分野．スポーツ大会や教師・学生の交流事業，災

害援助での協力などを進めているが，基本的な取り組みが始まったばかりの段階．何でも統

一という考えでなく，いかに多様性を残して統一していくかというのが筋と思う．

近藤 地域戦略の観点から，TPP の影響は？

石川 TPP で ASEAN 統合に影響しそうなのは政府調達．TPP に参加する 4カ国が開放し

たらねじれが生じる．TPP である程度開放せざるを得ないのではないかと思うが，ASEAN

の中で開放するのでは．例えば，マレーシアは少数派の中国人が豊かな状態を是正するため

に，政府事業をやるときはマレー人優遇政策をとっている．TPP は生きている協定で，途

中からでも入れる．入らないと関税面などで不利なので，入る国が増えるのでは．

近藤 中国抜きで日米が国際秩序をつくろうという面がある．TPP の先行で米国のリバラ

ンス（再均衡）政策への影響はあるか．

鈴木 南シナ海の問題が経済に影響するかといえば，あまりそんな声は聞かない．経済は現

実路線をとっている．安保でいざこざがあっても米国，中国ともに経済では関係を深めてい

く．政治・安全保障では中国に対抗するため米国の抑止力を利用したいだろう．TPP との

関係でいえば，経済とは分けて考えているという印象がある．

近藤 「ASEAN＋1」の関係も RCEP も進んでいる．「ASEAN＋3」や「＋6」の意味は？

問題点とメリットは？

藤田 国際会議を取材して感じる基本戦略として，地域協定の運転席に座ることが強調され

る．ASEAN は経済的にも政治的にも強くない国の集まり．10カ国が一つになることで地域

の求心力が得られると理解されている．ASEAN が中心にいればどこが入ってもいい．中国

が大きくなれば豪州やニュージーランドを入れた方がバランスをとりやすいというふうに．

柔軟性がある．

近藤 RCEP の内容は？ TPP との違いは？
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石川 TPP と違うのは米国が入らず，中国と

インドが入っている点．企業の進出先や輸出先

が入っており，日本にとって重要だ．TPP は

自由化率がかなり高いようだが，RCEP はそこ

まで高くならない．インドが自由化率を上げる

のに抵抗しているから．また，TPP は薬の特

許期間などいろんなルールを扱っていたが，

RCEP はやらない．難しい分野はやらない．た

だ，RCEP は TPP に連動している．TPP が動き出せば，中国も含めて交渉がスピードアッ

プするのでは．

近藤 南シナ海で中国とどう向き合うか．行動規範はどんなものに？

鈴木 軍事的緊張を高めるのを自制することを約束するのが行動規範の基本．02年に平和

的解決をうたった行動宣言を出した．しかし，敵対的行動が止まらない．そこで法的拘束力

を高めることが必要という声が出てきた．行動規範で法的手続きがとれる決まりをつくろう

としている．中国は自分の行動が縛られるから批判的だが．また，タイからの報道では，紛

争解決窓口をつくろうとしているという．できれば（中国に）タガをはめることができるだ

ろうが，ASEAN の中に，中国に妥協しようという国と，政治的に中国の行動に圧力をかけ

ようという国が存在する．圧力をかける方向に舵を切るかもしれないが，どちらにしても，

中国の行動によるところが大きい．

近藤 アジアインフラ投資銀行（AIIB）には 10カ国とも創設メンバーに入った．フィリピ

ンは未署名だが．ASEAN から見て，どんな意味がある？

石川 ベトナムとフィリピンは中国と厳しい対立にあるが，以前よりも ASEAN と中国の経

済的関係は緊密になっている．中国が一番の貿易相手だし，投資もミャンマーなどではトッ

プ．ASEAN の中で今，非常に重要なのはインフラ投資．同じ金を出してくれるなら，うる

さいことを言わず決定に時間がかからない AIIB に入らない理由はない．ASEAN はバラン

ス外交が伝統．特にタイは周囲が英仏の植民地だったため，その中でバランスをとってき

た．それが引き継がれている．世界銀行と AIIB の両方に入るのもバランス．問題ない．

近藤 ASEAN にとって日本の存在は？ 中国とのバランスはどう映っている？

藤田 かつては最大の貿易国だったが，今は地続きの中国とうまくやっていかないといけな

い．中国に脅威の意識を持つ国は多いが．一方，日本は一番信用できる国．技術発展におい

ても日本企業が進出して経済成長につながっている．日本は安心できる国．今，中国が貧し

い国に援助することで ASEAN の分断を図る動きがある．一方，南シナ海でもめている国は

日本のプレゼンスを高めてほしいと思っている．ASEAN を分断させることが一番いけな

い．ASEAN は一つであることで地域協力が進んでいく．日本外交は分断阻止に動かないと
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いけない．

近藤 AEC が着実に進む中で，日本企業，政府はどう対応していくのか．

石川 企業は統合をどう利用，活用するかを考えるべきだ．AEC で大きなマーケットが生

まれ，投資の自由化も進む．大きなチャンスだ．AEC の対象となるのは ASEAN の企業と

人だが，現地で事業をしている国や企業も恩恵を受けられる．

近藤 安全保障で日本はどんな支援，関わり方ができるか．

鈴木 南シナ海に発する軍事的緊張に際して，日本は ASEAN を分断させてはいけない．制

度を支持する方向に行くべきだ．安保，防災面で技術的，資金的に難しい局面はあると思

う．日本は制度にのっとって支援していくことが大切．その点から，日本の資金の使い勝手

が悪いとよく言われる．必要なプロジェクトに日本の資金が活用しやすいように変えていく

必要がある．

近藤 まとめを．

藤田 ASEAN は対立より協調の精神で求心力を保ってきた．日本は中韓と対立ばかり．日

本はその協調性を見習うべきだ．日本は少子高齢化で若者が未来に希望が持ちにくいといわ

れる．日本の平均年齢は 44歳なのに対しフィリピンは 23歳だ．ASEAN は子どもが多く元

気になる．日本だけを見ると衰えていくという気持ちになることがあるが，視野を広げると

人材育成，技術移転，文化など伝えることがあるので日本も元気になると思う．

鈴木 キーワードは人権保障と国防協力．人権保障は民主化がどう進むかにかかっている

が，NGO は活発に要請活動を行っており，どう影響するか注目している．国防協力では，

ASEAN は外務官僚の組織だったが，軍がトップ交流するようになった．重層的に関わるこ

とが平和維持のカギになる．

石川 日本はすぐに結果が出ないとダメと言うが，ASEAN を見るときは時間をかけて見な

いとダメ．多様性に富み，格差が大きいので短時間にやるとついてこれない国が出てくるか

ら，ASEAN 自体も時間をかけてやっている．気短に成果が出ないと言うのはまずいと思

う．

近藤 時間をかけて統合が深化していくことについて情報を正確に把握したうえで，経済，

安全保障でどう動くかを正確に分析すること．特に，対中関係が重要だ．ASEAN の時間を

かけるやり方をわれわれも参考にすることがあってもいいのではないか．AEC が発足する

来年以降に注目していきたい．

会場質疑

質問 経済発展が進むほど，政治体制，宗教，文化の対立が進むと思うがどうだろうか．

藤田 確かに，今はまだ深まっていないので共同体が協調できるが，進むにつれて現実的課
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題になると思う．ただ，多様性を生かすことで

強い共同体を生かすという考え方で進むと思

う．

質問 AEC は各国の主権をどう考えているの

か．

石川 EU は市場統合と通貨統合については主

権を EU に委譲している．ASEAN は内政不干

渉が創設以来の大原則．多数決でなく全会一致が基本だが，互いに主権を主張しながら今ま

で進めてきた．ただ，強引にやらないから，ある程度時間がかかる．

質問 発展の懸念材料は？対中国で共闘する動きは出てくるのか．

鈴木 中国は重要な国．経済的には FTA，RCEP を進め，政治的には信頼醸成を築くプロ

ジェクトを進める．これが中国にもメリットになることは中国も分かっている．米国との関

係構築も対中国の点から欠かせない．米国は中国とも関係を密にするだけに，ASEAN が米

国のコミットをいかに引き付けるかが大事だ．

質問 華僑・華人との関係は？

石川 華僑・華人の比率はシンガポールで 75％，マレーシアで 30％を切るくらい．インド

ネシアは 3％だが数は多い．経済的に大きな力を持っていることは確か．日本企業が進出す

るときのパートナーにもなっている．特に販売面で．インラック（前タイ首相）やアキノ

（フィリピン大統領）も華人だが，社会に溶け込んでいるからトップになった．華人として

政治的影響力を持ったわけではない．しかし，イスラム国では華人が権力をとることはない

だろう．

（写真はいずれも毎日新聞社提供）
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