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＜梗概＞2017 年，
ASEAN は設立 50 周年を迎えた。
当初は政治的な連合として生まれたが，
冷戦終結を機に経済統合に軸足を置き，進化・発展した。2015 年末には ASEAN 経済共同
体（AEC）が誕生した。しかし AEC 自体が抱える問題に加え，2025 年を見据えた統合の
深化のためには，各国の多様性を認めつつ一層の制度化が必須となるだろう。

2017 年 8 月 8 日，ASEAN（東南アジア諸国連合）が設立 50 周年を迎えた。日本国内で
も，これを祝うさまざまイベントが開催された。それらの機会に交わされた活発な議論を
踏まえつつ，本稿では ASEAN の現状，これまでの歩み，さらに今後の展開について検討
することにしたい。
検討の座標軸として，第一に，ASEAN 内における「政治と経済の相互連関」を挙げたい。
即ち，ASEAN 加盟国の政治体制はさまざまである上に，ASEAN レベルの政治的な意思決
定も拘束力の弱い緩やかな形で行われている。一方，ASEAN 加盟国は，各国とも高い経済
成長を達成し，ASEAN レベルでも AEC（ASEAN 経済共同体）の設立を成し遂げた。
これは単に，ASEAN では，政治統合が進んでおらず，経済統合が先行して進んでいる，
ということなのだろうか。両者の間には，互いに影響を及ぼし合う関係はないのだろうか。
第二に，組織としての ASEAN の「制度化」をどう考えるべきか，という問題である。
ASEAN の 50 年の歩みの中で，制度化プロセスは極めて緩やかだった。この現状を踏まえ
ながら，今後将来にわたって，制度化のあり方はどうあるべきかについて検討したい。
本論では，ASEAN の多様性，ASEAN 統合の発展過程，ASEAN 統合の長期的な課題に
ついて，三節に分けて述べる。まず ASEAN の現状として，加盟国の政治的・経済的な多
様性が依然強いことについて述べる。次に，ASEAN の設立以降の発展の過程を制度化とい
う観点から確認する。最後に ASEAN の将来について，ASEAN 自身が掲げる長期ビジョン
である「ASEAN2025」を実現するための条件について，検討したい。
１．ASEAN の多様性
ASEAN の特徴は何か，と問われた時に，誰もがまず思い浮かべるのは，加盟国間の「多
様性」ということだろう。政治・経済・社会の統合を進める ASEAN において，加盟国の

多様性が大きいとは，一見，矛盾しているかのようだ。しかし，この状態が現在の ASEAN
の現実であり，その意味で ASEAN は，
「多様性の中の統合」を目指しているといえる。
ASEAN 各国の多様性は，政体（立憲君主制，立憲共和制，社会主義共和制，共和制等）
，
宗教（仏教，イスラーム，キリスト教等）にみられるように，さまざまな側面がある。
さらに，政体について，同じ立憲君主制といっても，タイとカンボジアでは，実態は大
きく異なっている。また，宗教についても，フィリピンのキリスト教，ブルネイのイスラ
ームのように，一国内で一宗派が多数を占める場合がある一方，マレーシアやシンガポー
ルのように，複数の宗教が並存している場合もある。
以下，本論では，経済の多様性を主に論じることにしたい。言うまでもなく，政治や宗
教，あるいはこれらと密接に関連する民族や言語を含んだより広い社会な枠組みは，経済
活動に影響を与える。
しかしここでは，このような影響を受けた結果として，ASEAN 各国の経済がどのように
多様化しているかという点について，二つの尺度により検討したい。
第一の尺度は「一人当たりの GDP」である。
「一人当たりの GDP」は，
「ある国の国民一
人が年間に産出した付加価値」である。その付加価値を源泉として，国民に分配が行われ
ることから，
「一人当たりの GDP」は国民の豊かさを表す，最も基礎的な指標と考えること
ができる。
まず，
「一人当たりの GDP」の水準を ASEAN 加盟国間で比較すると，最高のシンガポ
ールと最低のミャンマーの間では 40 数倍の開きがある（国際機関日本アセアンセンター，
2016 年）
。
しかしより深刻な問題は，
「一人当たりの GDP」について各国の伸び率の差が，拡大傾向
にあることである。これは，将来に亘って，ASEAN 域内の各国間で経済統合が進むどころ
か，逆に経済格差が拡大することを意味するためである。
第二の尺度は，ASEAN 各国の人口の推移と人口構成である。これらは，働き手として
ASEAN 各国の経済活動を支える人口の現状と長期的な変化を示している。
これを ASEAN 全体について見ると，総人口は 2010 年に 5.9 億人だったが，国連などの
予測によれば，これが 2030 年には 7 億人に達する見込みである。同時に，ASEAN 全体の
人口構成をみると，2010 年時点では 10 代後半から 20 代の若い労働力となる年齢層が最も
多い。そのため，20 年後の 2030 年時点でも，30 代から 40 代の中堅労働者となる年齢層
が最も多く，ASEAN 全体として，引き続き高い経済成長を支えていくことになるだろう。
しかし，ここで問題となるのは，以上に対応する各国別の状況である。各国別の人口の
推移をみると，経済発展の段階が比較的高いシンガポールやタイでは，人口の伸びが今後
一層鈍化する一方，キリスト教カトリックでは原則避妊できないという社会的背景を持つ
フィリピンでは今後も人口の増加が著しい，という対照的な状態となっている。
この点を人口構成という観点からみると，シンガポールとタイは今後一層少子高齢化が
進むが，フィリピンでは若年層の増加が続くことになる。

さらに，ベトナム戦争の影響で 60 代以上の人口が少ないベトナム，内戦の影響で 30 代
以上の人口が少ないカンボジアのように，それぞれの事情により人口構成が影響を受けて
いるという要因が加わる。両国は，その後の出生数の増加により，現在は若年労働者が多
く高い経済成長率を支えている。しかし，今後長期的に見ればこれらの世代が高齢化し，
経済成長率を低下させる方向への影響は避けられないだろう。
２．ASEAN 統合の発展過程
それでは，以上のような経済の多様性がある中で，特に ASEAN 経済統合（AEC）を契
機として，域内統合の枠組みと対外的な関係がどのように形成されつつあるのか。以下，
二点に分けて，検討することにしたい。
（１）域内統合の進展
2015 年末，
「ASEAN 共同体（ASEAN Community）
」が誕生した。ASEAN 共同体と
は，政治安全保障共同体，経済共同体，社会・文化共同体の三つの共同体から構成される。
これら三本柱という構成は，欧州連合（EU）の枠組に倣ったものであろう。
但し，この内，2015 年末の時点で実質的な内容を伴っていたのは，AEC のみだったとい
っても過言ではない。さらに，AEC を構成する四つの項目についても，進捗度合いに差が
あり，実質的には第一の項目である「単一市場と生産基地」における域内関税の撤廃が最
も重要な成果だといえる（朽木・石川，2014 年）
。
ASEAN 共同体の内，なぜ AEC が優先されたのかという問いについては，第二次世界大
戦後に遡り，歴史的な経緯から考えるべきだろう。冷戦期の 1967 年，東南アジアでは，東
側勢力に対抗する反共連合として ASEAN が創設された。
1975 年のベトナム戦争終結後，1977 年に第 1 回 ASEAN 首脳会議が開催され，東南ア
ジア友好条約（バリ条約）と ASEAN 協和宣言が採択されたが，これらの動きはむしろ，
インドシナ半島で東西対立を反映し，ASEAN 加盟国間の紛争につながることに備えたとい
う面が強かったといえよう。
このような情勢を受け，1977 年，第 1 回日本 ASEAN 首脳会議が開催され，日本が明ら
かにした「福田ドクトリン」は，日本がこの地域で二度と戦争を起こさず，人の心のつな
がりに立った友好関係を樹立することを誓った。しかし福田ドクトリンは，その後の日本
と ASEAN の政治・経済関係を改善する大きな転換点となったものの，インドシナ半島の
安定化をもたらすまでには至らなかった。
ASEAN が政治的安定を取り戻し，経済統合を本格的に推進するには，冷戦終結を待たな
ければならなかった。1992 年に ASEAN 自由貿易地域（AFTA）が採択され，加盟国間の
段階的な関税撤廃が始まった。さらに 1995 年に社会主義国のベトナムが ASEAN に加盟し
たことは，ASEAN が名実ともに経済統合に軸足を置くことになった大きな転換点になった
といってよいだろう。

以上のような 1990 年代からの長いプロセスが 2015 年末の AEC 誕生につながったので
あり，AEC によって 2015 年末に短期間で関税撤廃が実現した訳ではない。
以上述べたように，AEC では域内関税が概ね撤廃されたことが最大の成果だった。しか
し，ここで，二つの大きな課題が残されている。
一つは，非関税障壁の問題である。ASEAN 各国は，域内関税を撤廃する一方で，非関税
障壁を維持・拡大することにより，中小企業の多い小売サービス業等を中心に，自国産業
を保護している。浦田秀次郎教授によれば，2015 年末の AEC 実現後，ASEAN 各国の非
関税障壁の数は増加傾向にあり，この点について実態を把握した上で透明性を高め，互い
に情報を共有することによって，非関税障壁となっている各国の制度を調和させるべきと
している（浦田・木村，2017）
。
もう一つの問題は，CLMV4 カ国の取り扱いである。ASEAN10 カ国の中で，比較的経済
発展段階の遅れた CLMV と呼ばれる 4 カ国（カンボジア，ラオス，ミャンマー，ベトナム）
は関税の撤廃を 3 年間猶予されている。しかし AEC が既に 1 年半以上経過した現在，これ
らの国々が追いつくのは難しい状況が明らかになっている。
例えばベトナムでは，外資も含めた自動車産業の発展が遅れており，関税を撤廃すれば
タイなどから輸入が急増しかねないのが現状である。最近国内企業が自動車製造に進出す
ると発表したが，自動車の生産開始は 2019 年後半の予定となっている。
それでは次に，以上のような ASEAN 域内の経済統合の進展と並行して，域外ではどの
ような取り組みが行われてきたか。この点について，貿易・直接投資の両面から，以下，
検討することにしたい。
（２）対外経済関係の変化
まず，ASEAN は輸出主導で高成長を維持する国の集まりであり，域内の貿易比率は 20%
台前半と低い水準である。そのため ASEAN にとっては，主要な輸出先である中国・日本・
韓国を含む「ASEAN+3」で自由貿易を促進することが不可欠になる。さらに，ASEAN が
自由貿易交渉を主導できれば，
「ASEAN の中心性（ASEAN Centrality）」という，いわば
政治的な存在意義も同時に高めることができる。
この点に関し，
「ASEAN+3」にインド・豪・ニュージーランドを加えた 16 カ国で議論さ
れている東アジア地域包括的経済連携機構（RCEP）の交渉状況が問題になるが，この点に
ついては各国の思惑が異なり，前途多難な状況である。
第一に，日本やオーストラリアなど輸出競争力のある先進国は，環太平洋経済連携協定
（TPP）の交渉から米国が離脱したため，RCEP の交渉について前向きである。
第二に，中国・インドは自国を含む地域貿易圏の創設に前向きだが，自国経済・産業の
構造改革を進める必要があるため，貿易自由化の許容度は低い。
第三に，既述のように，ASEAN 加盟国間でも経済の発展段階に大きな差があり，特に非
関税障壁を設けて自国産業を保護しようという動きが強い。

それでは，ASEAN への直接投資についてはどうか。ここでは日系企業を含む民間からの
直接投資の呼び水ともなるインフラ投資に着目したい。ASEAN 経済統合の進展に伴い，域
内 の 道 路 ・ 港 湾 な ど 国 境 を 越 え た 交 通 イ ン フ ラ の 充 実 に は ，「 ASEAN の 連 結 性
（Connectivity）
」を高めるためのインフラ投資は必須である。
そのための金融資金協力を行う国際機関としては，従来から日・米主体で運営されてき
たアジア開発銀行
（ADB）
に加え，
2015 年 12 月に中国主導でアジアインフラ投資銀行（AIIB）
が設立された。
AIIB は，中国が主導する「一帯一路」構想により，ユーラシア地域を広く地域経済圏と
して発展させるために，必要な資金の提供を行う，という役割を担っている。
以上のように貿易・直接投資という両面で，ASEAN からみると，中国の影響力が急速に
強まっている。ASEAN 加盟各国は，歴史的な経緯や地理的な関係，政治的な親密さや領土
問題の有無など，それぞれの利害が異なるため，経済面でどの程度中国と親密さを持つべ
きかについて，度合いは国毎に異なっている。しかし各国が高成長を続けるためには，イ
ンフラ整備は必須である。そのため，各国は今後とも，それぞれの事情に応じ，中国及び
日米との政治的な関係のバランスを保ちながら，経済成長に必要なインフラ資金を全体と
して最大にするよう行動せざるを得ないだろう（白石，2017）
。
３．ASEAN 統合の長期的な課題
最後に，ASEAN 加盟国が長期的に抱える共通の課題について述べたい。
2015 年末に「ASEAN 共同体」が誕生した時，同時に，その後 10 年間の統合の道筋を示
す「ASEAN 共同体 2025」が採択されている。
関連資料も参考にしながら，ここでは以下の通り，ASEAN が直面する長期的な重要課題
を三点挙げたい（朽木・石川，2014）
。
第一に，農村から人口流入による都市化の進展により，高度な社会インフラの整備が必
要となる。これについては，交通・通信・エネルギー・上下水道などのハードインフラだ
けでなく，交通・貿易円滑化などソフトインフラの整備も必要となる。
第二に，少子高齢化への対応である。既述のように，各国毎のばらつきはあるものの，
若年労働者の割合の低下が今後進むにつれ，高い経済成長率も徐々に低下せざるを得ない。
同時に，高齢者に対する社会保障などの費用は増加せざるを得ない。この点に関しては，
域内の労働力の移動を活発化させることなどが必要になるだろう。
第三に，高い技術の導入と自国産業の高度化である。IoT や AI（人工知能）など，高度
な技術協力を求めるようになっている。これらの高い技術を持つ日本企業にとって，より
広い業種で連携を深めるきっかけとなるだろう。
さらに，これらの具体的な課題に取り組めば，第 2 節で述べた，三本の柱の内 AEC 以外
の二つの共同体（政治・安全保障共同体，社会・文化共同体）を如何に具体化するかとい
うにもつながるだろう。

しかし政治体制や言語・民族・宗教を含む社会・文化面で多様性に富む ASEAN がこれ
らの統合を進めていくのは，そもそも極めて難しい課題である。
ここで問題となるのは，ASEAN の意思決定方式である。‘ASEAN WAY’と呼ばれ，各
国間の全員一致によるコンセンサス方式を取っていた。これはいわば，加盟国の主権を前
提に，加盟各国が拒否権を持つことになる。
このような意思決定方式は，抜本的な域内統合を進めるには不十分であるという反省は
従来からあり，ASEAN 事務総局の指導力を高めようとする動きや，全会一致の意思決定を
見直すべきではないかという議論も加盟国間で行われてきた（鈴木，2015・大庭，2017）。
結論として，今後，ASEAN 自身が掲げる長期ビジョンである「ASEAN2025」を真剣に実
現しようとするのであれば，全員一致によるコンセンサス方式から，多数決の考え方を一
定程度取り入れ，制度化されたルールによる意思決定へ移行せざるを得ないのではないか。
（2017 年 10 月 16 日）
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