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アジア・ASEAN と国際社会：21 世紀の新たな地域協力 

「共に歩み共に進む」 
 

はじめに 

 

１． 2003 年グローバル・ユース・エクスチェンジ事業は、日本が掲げるアジア地域との協

力強化という目標を推進するため、慎重にテーマが選ばれた。 

 

２． 出身国も文化的背景も異なるグローバル・ユース・エクスチェンジ事業の参加者たち

は、アジア域内および国際社会におけるパートナーシップ、特に経済、安全保障、文化とい

った相互に関連する枠組みにおけるパートナーシップを構築するための課題および可能性に

ついて議論した。 

 

３． アジアのより緊密な共同体を構築するための枠組みのあり方について、参加者たちは

３つのグループに分かれて討議し、その成果を詳細な提言書にまとめた。以下に各グループ

の討議の結果および提言を紹介する。 

 

A) 経済協力--東アジア共同市場への展望 
 

域内経済協力の必要性 

 

４． 地域協力であろうとその他の形の協力であろうと、経済協力の緊密化は数々の理由か

ら切迫した課題である。従来の経済原理によれば、貿易および投資においてより密接な協力

体制が確立されれば、各国の持つ比較優位性を効果的に延ばしていくことができると考えら

れる。これは、参加国それぞれの経済成長や福祉の充実にもつながる。 

 

５． こうした経済的な利益もさることながら、それ以上に重要なのが経済協力協定の制度

化を通じて醸成される各国間の政治的・戦略的な関係である。相互の経済に関わりを持って

いれば、政策立案者が武力紛争よりも相互の経済的利益となる活動を活発化させ、維持しよ

うとするため、武力紛争の可能性は必然的に減少する。それがもたらす効果は、テロリズム

や疑惑によりますます分断化が進む世界において決して小さなものではない。 

 

６． 経済協力の初期段階は、経済協力への意志を表明する共同声明といった緩やかな協定

から始まることが多いが、それは経済統合の次段階へ進むための信頼醸成に向けた重要な一

歩となる。 

 

７． 以上のような理由から、より緊密な経済協力を確立していく必要があるわけだが、こ

れらの理由は本来、それ自体も重要な課題であった。政策立案者はこうした課題に積極的に

取り組む必要がある。しかし、世界経済の動向に対応するためにも、より密接な域内の経済

協力の必要性がますます高まってきている。対応が求められている世界経済の動きの１つと

して、世界各地域でより大きな経済圏が形成されるようになってきたことがある。北米自由

貿易協定（NAFTA）や欧州連合（EU）という強力な経済圏が形成されている現在、アジア地

域もその動きを傍観しているわけにはいかない。アジア地域全体として経済的な競争力や影

響力を持てるようになるために、アジア各国の協力が必要である。 

 

８． もう１つ、地域として対応が求められる世界的な動向として、WTO 交渉の迅速化が求め

られていることがある。地域的なつながりのある国々が持つような共通点を世界貿易機関

（WTO）加盟国間で見つけることは難しい。したがって、WTO よりも迅速に貿易および経済の

自由化を推進するためにも、アジア諸国が経済的な関係を強化していく必要がある。アジア

各国の経済的関係を強化することにより、究極の目標である多国間の経済自由化に向けた重



2003 年グローバル・ユース・エクスチェンジ事業 
「アジア・ASEAN と国際社会：21 世紀の新たな地域協力」 

 
 

 2 

要な「礎石」を形成することができる。 

 

９． それと関連するが、アジア諸国が１つの経済圏として協力し、共通の利益を掲げれば、

EU 同様、多国間レベルでの交渉力の強化も期待できる。これは特に小さな開発途上国にとっ

て重要な点である。なぜなら同じ経済圏内の国々と共通の利益を追求することにより、その

国が単独で追求するよりも大きな利益を得られる可能性があるからである。開発途上国にと

っては特に、同じ経済圏に属するパートナーの存在はグローバル化の進む世界経済に参加す

る際に信頼をもたらしてくれるだろう。 

 

アジアにおける経済協力協定の現状: 成果と限界 

 
法的拘束力のない“緩やかな”経済協力の限界 
 

１０． 近年、自由貿易協定（FTA）への関心が高まってきたが、アジアにおける経済的な

取り決めといえば、以前は法的拘束力のない、緩やかな取り決めがほとんどであった。たと

えば、シンガポールとマレーシア・ジョホール州とインドネシア・リアウ省が参加した「成

長の三角地帯」や BIMP-EAGA1協定、そして先進国と開発途上国間および各国の企業間におけ

る協力促進をうたったさまざまな共同声明などは、こうした緩やかな取り決めである。 

 

１１． このような緩やかな取り決めは、当然、善意に基づいたものである。資源や情報の

共有を促進する目的で、しばしば外交または安全保障に関わる意見交換から副産物的に提案

されたものだ。このような取り決めもまったく無意味だったわけではない。経済協力を通じ

て知識や専門技術の移転が行われ、低開発国にはメリットがあった。しかし、こうした緩や

かな取り決めには法的拘束力がなく、きちんと批准されなかったり紛争解決を視野に入れて

いなかったりしたために、それほど目覚ましい成果があったとも言えないのである。事実、

こうした取り決めをした当事者同士が国際的な経済フォーラムなどで同調したり、両国の経

済レベルが並行して向上したといった例はほとんど見られない。 

 

１２． また、こうした取り決めは非常にもろいところがある。国際法に基づく法的拘束力を

持たないため、政権交代などによって破綻してしまう例もある。BIMP-EAGA 協定が破綻し

たのもそれが原因であった。この協定は非常に野心的な試みであったが、それを最後まで継

続していくだけの政治意思が欠けていたため、一部の参加国で政権交代が起きて以来、失速

してしまった。 
 
１３． 参加国が取り決めで約束された協力を確実に受けられるようにする唯一の方法が、法
的拘束力を持つ経済協力協定という形できちんと制度化することである。制度化することに

よって、政治紛争や政権交代があっても持ちこたえられるだけの弾力性を維持していくこと

ができる。 
 
FTA に向けた動き 
 
１４． 近年、アジアでも FTA を目指す動きが活発になってきている。現在、アジア地域に

おいて最も確立された FTA が ASEAN-FTA（AFTA）である。ASEAN 地域内の関税撤廃を

目指すこの協定は 1993 年に発効された。 
 
１５． 1999 年以来、 シンガポールとタイは、アジア域内外の国々（日本、アメリカ、EFTA
諸国、ニュージーランドなど）と二国間 FTA を独自に結んできた。 
 

                                                 
1ブルネイ・インドネシア・マレイシア・フィリピン東部 ASEAN 成長地域 
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１６． 現在、アジアにおける FTA 交渉のうち、最も重要なのが ASEAN と中国の間で進め

られているものである。これが実現すれば、消費者約 18 億人という世界最大の市場が誕生

する。そのほか、ASEAN は日本、韓国、そして日中韓の３国との FTA 交渉を進めているが、

中国との交渉ほど進展は見られない。 
 
１７． 当グループは、こうした FTA はアジアの経済統合に向けた重要な一歩であるが、こ

れだけでは不十分だという見解である。ヨーロッパや北アメリカなど、世界の他の地域では

アジアに先んじて経済の活性化と経済的な統合が実現されている。こうした点から考えると、

我々はアジアはまだこれからだと見ている。とはいえ、我々はアジアにおける緊密な経済統

合を目指すにあたって不可抗力的な障害が存在することも認識している。 
 
域内経済協力への障害 
 
１８． 市場アクセスや経済協力の向上を阻んでいる大きな要因の一つが、アジア諸国の経済

開発レベルの格差である。これは収入格差、貿易インフラの不均衡、為替レート体制の違い、

工業化の度合い、自由化受け入れ準備の程度、そしてデジタル・ディバイドといった形で現

れている。これらはすべて、協力関係の強化や各国間のコミュニケーションを阻む障壁であ

り、アジア地域を分断する要因となっている。 
 
１９． もう１つの障害は、各国の同一セクターが競争することにより失業率が高まるので

はないかといった、競争への不安である。中には、経済協力は一方の利益のために相手国が

犠牲になる、あるいは一方の国の商品が相手国に流れ込んで需給のミスマッチが起こるとい

った偏見から、経済協力を回避しようとする国もある。こうした理由（これはしばしば政治

的支援の不足といった要因とも関係するものだが）から、国内産業や経済を「保護する」と

いう名目で経済協力関係の強化を拒否する国も出てくる。 
 
２０． 協力関係の強化に対する障害が経済的なものか政治的なものかを判断するのは難し

いことも多い。しかし、たとえば政治的な意志の欠如、政策の優先順位の変更（これは政権

交代とそれによる政策の連続性の欠如の結果として起きることが多い）、社会的・政治的な

反対勢力などは明らかに経済的な障害ではない。社会的・政治的反対勢力が障害になった典

型的な例が日本や韓国における農業セクターであろう。このセクターは、輸入農産物との競

争により、自国の農業が崩壊することを危惧し、貿易や経済の自由化に反対することが多い。 
 
２１． また言語も不可抗力的な障害の１つになり得る。同じ域内において異なる言語が使用

されている状況では、共通の目標に向かって交渉を重ねることが困難になる。言語が異なる

ことにより発生する各種処理コストは簡単に解決する問題ではない。 
 
２２． 以上のような課題に取り組み、克服して初めて域内の経済協力を成功させることがで

きる。 
 
域内経済協力の成功要因 
 
地理的な近接性 
 
２３．各国の地理的な近接性は、域内協力関係の推進に役立つ。物理的な近接性そのものに

加え、物理的な近接性から生まれる文化的なつながりがあることも、輸送機関や流通網など、

共通の貿易インフラの整備を容易にする。こうしたシステムを共有化することは、より密接

な経済統合のための強固な基盤を形成することにつながる。  
 
政治意思および各国の国内的支持 
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２４． 政治指導者および政策立案者は、地域統合への障害を克服するという強い政治意思や

決意を持ち、その目標に向かって地域の合意形成に不断の努力を注がなければならない。政

治指導者は、地域統合がいかに重要な政治目標であっても、国民や企業の支持がなければ、

その目標を達成することは難しいということを認識すべきである。地域経済の統合を成功さ

せるためには、政府や企業、そして国民がその目標に向かって相互に支援し合うような関係

を作り上げることが必要である。 
 
ケーススタディ:  
メルコスール（南米南部共同市場）－-政治意思によって経済的困難と悲観主義を克服した

例 
 
メルコスールの事例はアジア諸国にとっても興味深いものであろう。メルコスール発足で加

盟国間の関税が撤廃された結果、５年間で貿易量が 10 倍にも増大したのである。 
 
ここ３年間は、国内的な経済危機（ブラジルでの通貨切り下げ、アルゼンチン国内の経済危

機など）のせいで貿易量は 30％ほど減少したが、最近、全加盟国が、同市場の将来に対する

悲観論を否定し、経済統合をあきらめるのではなく、逆に統合プロセスを加速しなければな

らないとの決意を確認した。加盟国の間では、単一通貨導入の可能性も話し合われている。 
 
経済統合推進の重要性に関する一般への啓蒙および情報発信 
 
２５．各国政府は、市場アクセスの向上や経済統合による効果や利益について。国内各セク

ターの理解を得るために積極的な取り組みを行わなければならない。そのためには、集中的

な情報発信や簡便な説明といった一般への啓蒙活動を実施することが必要である。 
 
信念・関心・目標の共有化 
 
２６． 国内の各セクターに経済統合の目的や効果を理解させるための教育を行うことに加え、

域内の各国が経済統合へ向けての信念・関心・目標を共有するための取り組みを行っていく

必要がある。これには、情報の共有化あるいは共同シンポジウムの開催といった方法が考え

られる。経済統合へ向けての信念が域内で共有されていれば、内側からの結束力が生まれ、

強固な基盤の上に経済協力を押し進めていくことができる。 
 
一部の国を「先導役」に 
 
２７． これが意図するところは、域内の政策対立を助長することではなく、一部の国が「先

導役」、すなわち「実質的なリーダー」となり、地域全体を同じ方向に向けて動かしていく

ための具体的なプロジェクトを推進することである。たとえば、日本が投資分野でのリーダ

ーになり、投資において統合イニシアチブを地域規模で推進する可能性もある。 
 
２８． 繰り返しになるが、重要なのは各国が異なる目標を掲げて努力することではなく、地

域全体として同じ努力目標を共有することであることを強調しておく。 
 
組織・制度の構築 
 
２９． また各国政府および政策立案者は、法的拘束力のある協定の締結に向けて一致団結し

た取り組みを行う必要がある。法的拘束力のある協定は、効率的かつ強力な地域統合を法的

に実現する恒久的な組織・制度を構築するのに役立つ。国際的な法律に基づく経済統合の推

進に向けて、地域内各国の意思を結束させなければ、永続的な地域統合は実現できない。 
 
目標 
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３０． 以下のような特性を有する１つの東アジア 2共同市場に構築することを目標とする。 
 
(i) 商品、サービス、投資、労働力の自由な流れ 
 
(ii) 地域外に対する同一関税 
 
(iii) 統一的な経済政策 3 
 
共同市場が望ましい理由 
 
３１． FTA は、組織や制度の構築に向けての重要なステップであるが、より緊密な経済統

合を実現するためには、それだけでは不十分である。上記４～９で地域的な経済統合の必要

性を挙げたが、その他の利点として、共同市場を通じたより緊密な経済統合によって、資源

の重複使用が減り、資源を効率的に活用・配分できるということがある。 
 
３２． 共同市場として統一的な経済政策を掲げることにより、東アジアは結束を強め、国際

社会に対する発言力を高めることができる。その結果、東アジアの影響力や交渉力も強まっ

ていく。 
 
３３． 強力な統合市場の創設はまた、地域全体の魅力を高めることにもつながる。投資家

は、各国の利点や政策を個々に勘案するのではなく、地域全体を総合的に見て投資を行うこ

とが可能になる。 

                                                 
2東アジアとは、ASEAN 加盟国および韓国、中国、日本の３カ国を指す。 
3これには、マクロ経済的な通貨政策や財務政策は含まない。税制、投資政策、補助金、労

働規制などの統一を目指すが、通貨や財務に関しては各国のシステムを維持する。 
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参考事例： 
EU における共通市場実現までのスケジュール 
 
東アジア共通市場創設までの最適なスケジュールを考えるにあたり、EU における共同市場

実現までの推移を検証したことは有益であった。我々は、1993 年に共通市場が確立されるま

での EU 内の主要な動きを追ってみた。 
 
1948 年: ベルギー、 ルクセンブルク、 オランダの間で関税同盟が成立。1993 年の共同市場

に向けて欧州全体が動き出す第一歩となる。 
 
1950 年: 石炭・鉄鋼共同管理構想を含むシューマン宣言を発表。  
 
1957 年:ベルギー、 フランス、 ドイツ、 イタリア、 ルクセンブルク、 オランダの６カ国が

ローマにおいて条約に調印し、ヨーロッパ経済共同体（EEC）とヨーロッパ原子力共同体

（EURATOM）が発足。これが現在、ローマ条約と呼ばれるものである。 
 
1968 年: 関税同盟が完成。残存していた域内貿易の関税はローマ条約で定められた期限より

も 18 カ月早く撤廃され、各国ごとの関税に代わる地域全体としての対外共通関税創設

（1957 年の EEC 発足から 11 年かかった）。 
 
1993:共同市場完成 (共通関税創設からさらに 25 年かかったことになる。したがって合計 36
年という年月を必要とした)。 
 
以上のことから、以下に提示した東アジアに共同市場を創設するのに必要とする期間はきわ

めて妥当であると結論できる。 ただし、東アジア特有の事情により統合への意欲が衰退する

可能性があることも念頭に置いておく必要がある。 
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東アジア共同市場創設までのスケジュール 
 
３４．我々は、東アジア共同市場創設までに 30 年は必要だと見ている。 そのうちの 15 年間

は、東アジア自由貿易協定締結の準備期間とする。 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
             
 
                     
 
 
 
             
            
                                未定 
 
 
 
 
 
 
 
 

2033 年までの東アジア共同市場創設 
 

ASEAN+3 フォーラム

（中国、日本、韓国） 

ASEAN+1FTA プロセ

ス（たとえば、

ASEAN と中国など） 

ASEAN+3FTA プロセ

ス（中国、日本、韓

国） 

ASEAN+3
FTA 締結 

15 年以内 

東アジア共同市

場創設 

30 年目 
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EA-33 を実現するためには 
 
EA-33 へのアプローチ上図の説明： 
 
 ASEAN+1 FTA（ASEAN と中国、ASEAN と日本など）はすでに実現しつつあり、これ

を 15 年以内に東アジア全体としての FTA に向けた動きに拡大していく必要がある。現

段階では、このような ASEAN+1FTA の実現性のほうが高いが、15 年以内により広範な

東アジア全体としての FTA 締結に向けた動きにしていかなければならない。 
  ASEAN+1FTA による貿易自由化は、後に続く東アジア FTA による東アジア域内の貿易

自由化に向けた重要な基盤となる。 
  同時に、中国、韓国、日本の３カ国は、東アジア諸国間の貿易自由化という目標達成に

向けて、相互の対話や交流の活発化に取り組まなくてはならない。この３国が ASEAN
に対する関税引き下げを行ったとしても、３国間相互の関税引き下げがなければ、東ア

ジア FTA は実現不可能である。日中韓３カ国は、東アジアの自由貿易化と同時に、ある

いはそれ以前に、３国間の貿易自由化を断固として実現しなくてはならない。 
  東アジアの自由貿易化完了後、さらに 15 年をかけて東アジア共同市場の創設に取り組

まなければならない。しかし、今からすでに ASEAN+3 フォーラムは ASEAN+3 統合に

向けた動きの継続的なチェックを開始し、30 年後の東アジア共同市場設立に向けて各国

が取り組みを行っていることを確認する必要がある。 
 
 
 
政策提言： 
 
ASEAN の統合強化を継続して推進すべきである 
 
３５． ASEAN の FTA プロセスおよび ASEAN 経済圏形成に向けた取り組みは何としても

継続していかなくてはならない。ASEAN が経済的により密接なつながりを持つことにより、

東アジアというより拡大した地域統合を実現する「礎石」が形成される。ASEAN の統合が

強化されれば、日中韓３国との交渉においてもより効果的に発言力を高めることができる。

また、ASEAN がこの地域における触媒的な役割を果たすのに必要な影響力や能力を高める

ことにもつながる。 
 
開発レベル格差の解消 
 
３６． 東アジアの高開発国は、低開発国との開発レベルの格差が解消されるよう、低開発国

に対する包括的な支援を行うべきである。これには、財政的な援助だけではなく、基礎的な

経済インフラを整備するための技術移転や助言なども含まれる。たとえば、開発途上国に対

し、WTO のような多国間システムの構築に向けてより迅速に統合を進めるための能力開発

を支援するといった援助が考えられる。このような支援を通じて低開発国の開発を早めるこ

とができれば、経済統合強化という課題に取り組み、その恩恵を享受する体制がより早く整

うことになる。 
 
３７． 開発レベルが異なるということは、経済統合の強化をはかるためには（特に最貧国に

おいて）社会安全ネットの構築が必要である。しかし、こうした社会安全ネットは、各国に

おいて経済自由化原則が適用されないセクターを残す口実として使われることがないように、

参加国すべてが相互に合意できるものでなくてはならない。 
 
共同市場に関し、東アジア諸国すべてに対して十分な情報提供を 
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３８． 上記 25 段落で論じた教育や啓蒙活動は、東アジア諸国間においても積極的に推進さ

れなければならない。こうした教育・啓蒙活動により、共同市場の形成という目標の理解が

深まり、失業率の増加といった共同市場にまつわる不安を克服することができる。 
 
日中韓３国の援助拡大 
 
３９． 現在進められている FTA への動きは、ASEAN+1 という枠組みに限定されたものであ

る。日中韓３カ国を含む枠組みの協定はまだ存在しないが、ASEAN と日中韓の間に障壁を

なくし、東アジア共同市場という最終的な目標を達成するためには、ASEAN+1 協定と平行

して ASEAN+日中韓の協定締結に向けても取り組みを進めていかなければならない。

ASEAN はおそらく日中韓間の対話を促進するファシリテーターの役割を担うことができる。 
 
コミュニケーション円滑化のために英語の使用を推進 
 
４０． アジア諸国の政策立案者が交渉や事務処理を行う際の共通言語として英語の使用を推

進すべきである。共通言語の使用は、21 段落で指摘した障害の克服につながる。 
 
国内における改革の継続 
 
４１． 効果的な地域統合は、各国内の政情安定の上に成り立つものである。したがって、各

国は、地域統合への取り組みを補完し、促進するために国内の課題（たとえば中国の民営化

問題、日本の金融改革など）を解決する必要がある。アジアやラテンアメリカにおける経済

危機は、国内政策の軽視が経済の荒廃を招く可能性があることを例証している。 
 
共同市場形成に向けた行政機構 
４２． 15 年間で東アジアの FTA が実現した後、東アジア共同市場の形成に向けた取り組み

を促進し、各国間の紛争を調整するための独立の機構を設置することが必要である。 
 
４３．しかし、現段階で可能な取り組みとして、ASEAN フォーラムおよび ASEAN+3 フォ

ーラムでの議論に共同市場形成に関する議題を加え、可能であれば、さらに議論を発展させ

るための作業部会を設置することを提案する。こうしたフォーラムは、東アジア諸国への情

報普及活動の促進・調整にも役立つ。 
 
４４．結論：東アジア諸国は、上記の提言を参考に EA-33 という共同市場の形成に向けて協

力していく必要がある。 
 
B)アジアにおける安全保障と地域協力 
 
４５．東アジアには現存および潜在的な脅威が数多く存在し、域内のみならず世界全体の安

定と安全性を脅かしている。多国間機構と組織を駆使して、アジアにおけるこれらの脅威と

課題について対処すべく、地域協力の重要性を強調していく。 
 
４６．アジアにおいて新たな地域協力と安全保障を強化するアプローチが２つある。第一の

アプローチは短期的実現可能なアイデアから成る。文書のこの部分については、ASEAN 地

域において迅速さが要求される行動であると GYE2003 が考えるものに重点を置くことを目

的としている。第二のアプローチは長期的で、大規模な解決策であり、時として理想主義的

なところもあるが、アジアが目標とすべき理想的なシナリオである。 
 
I. 短期的アプローチ 

 
４７．短期的アプローチについて、下記のように提言する。 
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ASEAN+3 は「10＋3 警察ネットワーク」を構築する。我々は加盟国における信頼と信用を

確立する必要性について強調し、テロリズム、人身売買、麻薬取引、違法な武器の密輸、国

際組織犯罪のような、非伝統的な安全保障に対する脅威に対処する。 
 
 
この枠組みにおいて、ASEAN+3 が果たし得ることは： 
 
４８．ASEAN の現存するメカニズムの強化：強化されるべき組織としては、ASEAN 越境犯

罪閣僚会議と ASEAN 越境犯罪高級実務者会合があり、これらを強化することで問題解決に

おいてより明確な役割を果たすことができる。 
 
４９．ASEAN 地域フォーラム(ARF)の改革：安全保障問題について対応するにあたり、ARF
常任事務局のような、迅速かつ効率的な行政機関が創設されるべきである。また、信頼醸成

措置は予防外交へ移行される必要がある。 
 
５０．10+3 コミュニケーション・ネットワークの構築：紛争は意思決定者による迅速な対応

が要求されるため、10+3 ホットラインや 10+3 電気通信ネットワークは連携して、紛争当事

者間の相互信頼と信用を供与しなければならない。 
 
５１．アジアのシンクタンクコラボレーションの促進：アジアには数多くの学術研究機関が

存在する。既に協力関係が確立しているものもあるが、より強固なものにし、交流を深める

必要性がある。この点について、例を挙げれば、域内の安全保障や学術交流における共同研

究プログラムは大いに支援される必要がある。日本政府からの財政的支援が期待される。 
 
II. 長期的アプローチ 

 
５２．長期的アプローチについて、下記のように提言する。 
アジア安全保障機関は、潜在的な市民戦争および国家間武力紛争に対する対応として、平和

維持活動を請け負う。 
 

ASEAN + 3 ARF   期間 
• 信頼と信用を確立す

る 
• 非伝統的な安全保障

に対する脅威を解決

する  
•  

• CBM 
• PD 

短期 

• ソフト面・ハード面

の双方の解決 
• 緊急対応部隊の創設 

• 人道的援助 
• 協議、調停を含む紛

争管理 

長期 

   
 

５３．協力とは個々の当事者が合意するという目的を含むものであり、その為には協力的状

況、すなわち予定された行動計画について誰もが合意する状況、に達するには友好的に対処

が必要である。しかし国際的関係においては、状況は単純なものではなく、利益や矛盾など

が複雑に絡み合っており、バランスポイントに到達するには（これらを）超越していかなけ

ればならない。アジア太平洋地域で承認された一般概念のひとつとして、国際合意に参画す

る国家は、経済発展や相互依存のレベルに応じて、その責務を積極的に果たすものとする。 
 
５４．したがって、アジア太平洋地域のような多民族地域において、多国間合意を容易にす

るためには、常に共通の利益を前提としている。この必須要素とは自由貿易と国際安定とい

う旗を持つ、よりすぐれた経済活動を達成したいという要求である。それにもかかわらず、



2003 年グローバル・ユース・エクスチェンジ事業 
「アジア・ASEAN と国際社会：21 世紀の新たな地域協力」 

 
 

 11 

この地域の国々の多様性にもかかわらず、グローバル化し、相互依存関係にある世界におい

て、相互関係を持つ最適な形のひとつは、具体的なゴールに向かって団結する努力という主

要素としての協力があって成り立つものであり、これは既にこの地域では達成されている。

一例としてメキシコー日本自由貿易協定が挙げられるが、これは二国間の関係を強化するも

のであり、交渉は 2 年前に開始したにもかかわらず、話し合いは対立ではなく合意に向けて

進んでいる。 
 
５５．域内における安全保障の強化計画の中心的要素は、すべての国が利益を享受できるよ

うな選択肢のある協力関係を強調するものである。そして、相互依存は常に因果関係を伴う

ものであり、これは国内・国際的分野のそれぞれの領域に反映される。その意味では、協力

によってもたらされる結果は、協力しなかった当事者だけでなく、同じ地域にいるほかの

国々に対しても、悪影響が及ぶことはない。その理由から、近年不安定な経済に苦しめられ

てきたアジア太平洋地域の、組織的関係を守る主要な戦略として地域協力が選ばれたのであ

る。したがって、平和は地域の発展と安定に不可欠な要素である。アジア太平洋地域のすべ

ての国の参加によって、よりよい結果がもたらされる可能性が高まるのであり、それは近い

将来経済的・社会的・政治的見地においてより大きな優れた統一以上のものである。 

５６．コンセンサスとして、安全保障における地域協力の核となるものは、４C モデルであ

るということについて合意した。このモデルは、短期的・長期的解決双方のアプローチを実

現する原動力となる。これは「意思疎通」、「信頼」、「協力」、「共通安全保障」で成り

立っている。このモデルには、コミュニケーション（意思疎通）が信頼を得る最初のステッ

プであるというプロセスが含まれている。信頼があってこそ、地域で望まれている共通安全

保障を確立するために必要な協力を達成することができるのである。 

 

 

C)文化・社会交流：理想的社会 
 
１．文化・社会の一般定義： 

 
５７．文化：一般的習慣、言葉遣い、哲学、行動様式で成り立つ社会における一般的な意

味解釈。 
 
５８．文化とは一般的な生活様式である。しかしながら、それぞれの社会が固有のものを持

つ。 
 
５９．社会：上記のすべての特性における共通性が社会を構成しているのであり、それによ

って、同じような、または同一の歴史、地理的つながりを持つ人々をまとめている。したが

って、社会は同じ地域に住む人々のグループのことである。言い換えれば、地方分権的側面

と中央集権的側面の双方を持つ人々の共同生活である。 
 
６０．したがって、二つ以上の社会の交流がひとつの地域を作り上げ、その当事者は共通点

と相違点を同時に経験するのである。 
 
６１．上記の定義からわかるように、文化・社会という漠然とした語を明確化することは非

常に困難であり、特に地域レベルにおいてはこれらの語を定義する際は注意が必要である。 
 
 

２．国際的、特に地域的な社会文化交流例： 
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６２．社会文化交流における ASEAN の現在の見解は、その創設以来推進されている。様々

な体制、機関、組織、小委員会、政府・非政府組織（NGO）レベルの団体が、現在の

ASEAN に存在する。例を挙げると： 
 
- 日本 ASEAN 交流年 2003 
- 日本・ASEAN 諸国間東南アジア青年の船事業（SSEAYP） 
- フィリピン・シンガポール文学交流 
- ASEAN 韓国文化交流プログラム 
- ASEAN 文化・情報委員会(COCI) 
- ASEAN Sea Games（東南アジアゲーム）・アジアンゲーム 
- カンボジアにおける ASEAN 文化ウィーク 
- ASEAN 社会セーフティネット、社会基金 
- ASEAN 中国基金 

 
６３．メルコスールと 南アジア地域協力連合（SAARC）には、地域組織として、社会文化

交流における多くの小委員会と政府イニシアチブがある。 
 
６４．EU には加盟国および加盟候補国の双方を含む、あらゆる社会生活を対象とした文化

ネットワークがある。 
 

その他の交流例： 
- トルコー中央アジア交流プログラム 
- インドー中央アジア文化交流会議.  
- チリー中国、チリーマレーシア、チリーインド、チリーベトナム文化

協定 
  

３．特に ASEAN 地域における現在の明白な地域交流の欠如： 
 
６５． a)現存する NGO の活動数は、社会間の目標とする交流レベルには不充分である。 
 
 b)アフリカ、中央アジア、南アジア、西アジア地域、南・中央アメリカとのコミュニ

ケーション、情報交換、そして交流促進の欠如。 
 
 c)地域、および地域間レベルにおける文学、芸術、映画、演劇、展覧会、音楽、言語

の交流の欠如。 
 
 d)共通基盤を築く為の、歴史的遺産、連携、共通性に対するリサーチ不足。 
 
 e)他の文化をより理解するために、自国の文化を知ろうとする姿勢の欠如。 
 
 f)歴史的、政治的、境界問題による信頼の欠如。 
 
4．地域レベルで対処されるべき社会問題： 
  
６６．我々は ASEAN 地域に限らず、世界のすべての地域において共通する社会問題を明確

化した。したがって、これらの微妙な問題は再度強調されるべきである。 
 
主な問題点は： 

-性的虐待、ジェンダー問題、女性に対する抑圧 
 -麻薬中毒、HIV/AIDS、医療問題 
 -社会的・経済的不平等、社会的差別 
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 -人種差別、外国人嫌悪 
 -歴史的過剰反応 
 -失業、貧困、児童就労と犯罪 
 -言語 
 -宗教、少数民族、移民 
 -教育や識字教育へのアクセスの欠如 
 -人口問題、老齢人口 
 -人権 
 
5．理想的な交流のための可能な手段： 
 
６７．地域における全ての社会が情報の入手が容易なわけではない為、可能な文化・社会交

流手段に関する既存のデータベースおよび情報を社会全体に普及させる。この目標に向けて、

COCI のような既存のコミュニケーション手段の強化と改善、および各社会における社会

的・地域レベルでの具体的な機関の設立が重要となる。たとえば、地域全体の文化・社会基

金については見直しが必要とされ、ASEAN および中央アジア、南アジア、西アジア、南・

中央アメリカといった、地域間基金の着手が求められている。 
 
６８．地域文化の豊かさについて、個別的―集合的、全国的―地域的に認識することが、交

流実現の為に必要な最終目的である。この重要な目標に向けて、下記のような様々な対策を

取ることができる。 
 

-経済的、政治的統合を行う一方で、互いの文化について学びながら文化の重要性 
と違いを保護する。たとえば、社会の隅々にまで行き渡るようにするため、文化と民話の交

流を行い、ボランティア活動を促進させ、幅広い交流を行う。 
 
-個々の言語を保護しつつ、共通のコミュニケーション基盤を築くために、英語ま

たはその他共通言語の特性を編成。 
 
-NGO は国境を超えた連携作りを通して市民社会の代表であるため、地域全体およ

び地域間全体での、青少年による社会的・文化的 NGO が推進される必要がある。 
 
-既存の学術機関における地域研究プログラムや言語習得センターを通じて、各社

会の個々の独自性に触れる教育的機会の確立、アジア大学計画の推進、地域全体の大学間に

おける履修単位の交換。 
 
-歴史的遺産、芸術、スポーツ、運輸、放送、電気通信を通じた、既存する多国間

連携の再強化。 
 
-政府レベルから非政府レベル、多国間レベルという幅広い範囲での交流活動の推

進。たとえば、ジャーナリスト、議会、知識人、市民社会代表のための共通するプラットフ

ォームの設立は今後も重要とされる。 
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結論： 
  

６９．GYE2003 参加者たちは、更なる協力へ向けた強い基盤作りには、多様な経済、政治、

安全保障、文化的要素を考慮する必要があることを認識した。 

(i) EA-33; 

(ii) 4C モデル ； 

(iii) マルチレベル、社会文化交流； 

上記に示す各提言が、全体的、総合的、統合的、そして前進的なアジア社会の構築に寄与す

ることを願う。 

                                      以上 


