日ASEAN・AOIP協力の取組（例）

令和２年１１月
外務省

1. 海洋協力
海洋安全保障に関する協力

海洋プラスチックごみに関する協力

 IUU対策に関する技術協力
・ ASEAN域内の持続可能な漁業及び漁業コミュニティーの持続可能な発
展を後押しすべく、IUU（違法・無報告・無規制）対策に関する研修やワー
クショップを実施。
・ IUU漁業による規制閾値を超えた漁獲による魚類の生態系への影響を抑え、
ASEAN諸国にとって基幹産業の一つである漁業の持続可能性を強化。
・ SEAFDEC（東南アジア漁業開発センタ－）との協力の下、JICAが実施。

（参考：IUU漁業の抑止にかかる政策・対
策国別研修（大洋州地域）:JICA HP)

 海洋プラスチックごみに関する人材育成・広報
・ ASEAN諸国における海洋プラスチックごみ削減を中心とする環境保全のた
めの人材育成・啓蒙・広報活動等を実施。
・ ASEAN加盟国の行動計画策定や、漁業か
らの海洋ゴミの監視と削減のための地域共同
研究と能力構築，テレビ番組作成，海洋プ
ラスチックごみ対策に関するバンコク宣言
2019への支援等を実施。
・ JAIFの拠出のもと，ベトナム資源環境省、
一般財団法人NHKインターナショナル、（公
財）地球環境戦略研究機関（IGES）他 陸へ打ち上げられた海洋プラスチックゴミ（タイ）
（出典：JICA)
が実施。

2. 連結性
質の高いインフラに関する協力
 日ASEAN連結性イニシアティブ
・ 現在実施中の陸海空の回廊連結性プロジェクトを中心
にハード・ソフトの両面でASEANの連結性強化を支援
し、今後3年間で連結性強化に資する人材1000人を育
成予定。
【ハード面での協力例】
「陸の回廊」
・ホーチミン市都市鉄道整備計画（ベトナム）
「海と空の回廊」
・シハヌークビル港新コンテナターミナル ベトナム:ホーチミン都市鉄道
整備計画（カンボジア）
【ソフト面での協力例】
・持続性のある鉄道計画・開発・管理
手法（マレーシア）
・税関機能強化（フィリピン）
カンボジア:シハヌークビル港

人と人との連結強化に関する協力

 インターネット通信環境整備事業への投資
・ インドネシア，フィリピンを中心とする島嶼国の遠
隔地に低コスト・高速のインターネット利用環境
を整備。（ADBが実施）
・ 脆弱なインフラや，利用コストが負担できないこと
等を要因にインターネットを利用できないアジア太
平洋地域の20億人以上の人々に，低コスト・高
速のインターネット利用環境を提供。

・ 教育サービスの改善，情報
へのアクセス拡大等が期待さ
れる他，地上ネットワークが
利用できなくなる緊急，災害
通信衛星“Kacific-1”
時にネットワーク環境維持へ （出典：Kacific
Broadband
Satellites International
も期待。
Limite HP)

 AOIP・JENESYSの実施
・対日理解促進交流プログラムJENESYS
“コロナ禍下でのAOIP協力案件”としてオ
ンラインを活用した「JENESYS2020」
（プレプログラム（オンライン）＋本プログ
ラム（招へい：１週間程度））を実施。
・ ASEANの青年を日
本に招へいし、関連
施設・地域の訪問、
日本の青年や専門
家との会合等を通じ、
相互理解を促進、将
来の親日派・知日派
を育成。

（参考：JENESYS2019
ASEAN 招へい第23 陣）

日ASEAN・AOIP協力の取組（例）

令和２年１１月
外務省

3. SDGs
新型コロナ対策協力
 ASEAN感染症対策センター設立支援
 COVID-19新興国中小企業支援ファンドによる女性のエンパワーメント
・ ASEANの公共衛生の危機や新興感染症対策強化に資する組織を設立。
支援
・ ASEAN側のニーズや既存メカニズム等を踏まえ、公共衛生上の危機や新興 ・ BlueOrchard Finance Ltdが運営するファンド経由でマイクロファイナ
感染症への準備，探知，対応の機能を担うほか，横串機能として情報共
ンス機関（MFI）に対する資金提供を行い、
有・分析、研修、イノベーションを担う。
COVID-19の影響を受けている女性事業者を
・ JAIFの拠出（55億円）の下，日本が全面的に支援。
中心とした中小零細事業者（MSME）の金融
アクセス改善及び雇用維持を図り、
女性のエンパワーメントに寄与。
日ASEAN女性エンパワーメント
ファンドへの出資
（出典：JICA)

4. 経済等
デジタル経済の強化，第４次産業革命への協力

新型コロナを受けたASEAN経済強靱化

 ASEAN地域のサイバーセキュリティ対策強化
・ ASEAN各国のサイバーセキュリティ政策の立案及び実施に必要な能力
を向上させるべく、ASEAN加盟国の政策担当者を対象に、サイバーセキュリ
ティ関連政策に関する情報交換、重点分野での
日本の取組の紹介等を通じた研修を実施。
・ 2018年9月に開所した「日ASEANサイバー
セキュリティ能力構築センター」において、
ASEAN各国の政府機関及び重要インフラ
事業者を対象に実践的サイバー防御演習
（CYDER）等を継続的に実施中。
・経産省及びIPA産業サイバーセキュリティセンター
（ICSCoE）が、日米の官民の専門家による
産業制御システム（ICS）のサイバーセキュリティ 日ASEANサイバーセキュリティ能力構築
に関する演習をインド太平洋地域向けに実施。 センター（出典：ASEAN Thailand)

 「日ASEAN経済強靱化アクションプラン」に基づく産業協力の強化
• 2020年7月、コロナ危機への対応として、50を超えるプロジェクトを盛り込
んだ「日ASEAN経済強靱化アクションプラン」を発出し、経済・産業協力
に関する幅広い取組を推進。（以下は具体的な取組例）
- リスク耐性のある強靱なサプライチェーン（SC）構築に向けたASEAN地
域等における生産拠点の多元化・高度化支援(海外SC多元化支援事
業)
- デジタルトランスフォーメーション（DX）の社会実装に向けた日ASEAN
企業連携に関する実証支援事業
- 人の移動が制限され必要性が明らかとなった、貿易手続デジタル化の推
進に関するASEAN産業界との実態調査の実施
- 産業基盤となるエネルギー分野でのファイナンス支援や人材育成
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- NEXI等による現地進出企業への事業維持・再開へのファイナンス支援

日ASEAN・AOIP協力の取組 （一覧）

令和２年１１月
外務省

1. 海洋協力
海洋安全保障に対する協力
外務省 IUU対策に関する研修
港湾戦略研修
国交省 VTS（Vessel Traffic Services）要員の育成
マラッカ・シンガポール海峡の航行安全対策，共同水路測量調査事業
防衛省 日ASEAN乗艦協力プログラム（ビエンチャン・ビジョン2.0）
海洋プラスチックゴミに関する協力
外務省 海洋ごみ対策のための廃棄物管理研修
海洋プラスチックごみ削減対策促進支援
環境省 ASEAN地域における海洋ごみ対策の行動計画策定支援及び能力構築
様々な枠組みでの連携（APT海洋プラスチックごみ協力アクション・イニシアティブ，海洋プラスチックごみナレッジセンター、ASEAN海洋プラスチック
ごみ政策担当者会合、大阪ブルー・オーシャン・ビジョン及びG20海洋プラスチックごみ対策実施枠組み）

A技協
A技協
一部JAIF
一部JAIF
A技協
JAIF
JAIF
-

2. 連結性
質の高いインフラに関する協力
外務省
日ASEAN連結性イニシアティブ
タイ東部経済回廊のガスコンバインドサイクル発電所への融資
アジア太平洋地域におけるインターネット通信環境整備事業への融資
ベトナムの太陽光発電事業へのプロジェクトファイナンスによる融資
国交省
全世界衛星航法システム（GNSS)の導入計画に係る研修
日ASEAN交通連携
経産省・財務省 ASEAN地域におけるエネルギー関連インフラへのファイナンス支援
経産省
JOGMECによるLNG人材育成支援
人と人との連結強化に関する協力
外務省 JENESYS(AOIP・FOIP連携）の実施
ASEANにおける地域課題に対する理解・寛容性・意識の向上
ASEAN青少年ボランティア
アジア文化交流強化事業「文化のWA（和・環・輪）プロジェクト～知り合うアジア」
文科省 日ASEANスポーツ協力
大学の世界展開力強化事業

投融資
投融資
投融資
JAIF
一部JAIF
JBIC,NEXI
JOGMEC
JAIF
JAIF
JAIF
JAIF
-

日ASEAN・AOIP協力の取組 （一覧）

令和２年１１月
外務省

3. SDGs
新型コロナ対策協力
外務省 ASEAN感染症対策センター設立支援
感染症対策支援（JICAによる技術協力（医療物資の供与・人材育成），医療物資・機材の供与）
女性低所得者へのエンパワーメントの推進（COVID-19新興国中小企業支援ファンド）
カンボジア地方部における中小零細事業者の金融アクセス改善
弱者（中小企業、農村漁村）支援
環境，防災分野への協力
（環境分野への協力）
外務省 ASEAN地域における気候変動情勢報告書の作成
環境省 様々な枠組みでの連携（日ASEAN環境協力イニシアティブ，日ASEAN気候変動アクション・アジェンダ，PaSTI（コ・イノベーションのための透明性パートナー
シップ）、ASEAN SDGｓフロントランナーシティプログラム）
（防災分野への協力）
総務省 ASEAN防災人道支援調整センター（AHAセンター）を通じた協力
外務省 ASEAN防災緊急対応協定（AADMER）作業計画2021-2025の作成
ASEANにおける防災対策支援（気候変動予測を組み込んだ洪水・土砂災害リスク評価，ASEAN文化遺産デジタルアーカイブ）
農水省 ASEAN＋３緊急米備蓄（APTERR）
財務省 ASEAN＋３地域金融協力（SEADRIF）
防衛省 HA/DRに関する日ASEAN招へいプログラム（ビエンチャン・ビジョン2.0）

JAIF
投融資
投融資
JAIF
JAIF
一部JAIF
JAIF
JAIF
JAIF
-

4. 経済等
デジタル経済の強化，第４次産業革命への協力
（サイバーセキュリティに関する協力）
外務省 サイバーセキュリティ対策強化のための政策能力向上研修
総務省 日ASEANサイバーセキュリティ能力構築センター（AJCCBC），日ASEAN デジタルワークプラン 2021を通じた協力
経産省 産業制御システムに係るインド太平洋地域向け日米官民によるサイバー演習
（科学技術の研究開発の加速）
文科省
e-ASIA共同研究プログラム、日本・アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン）
スマートシティネットワーク
国交省
日本とASEANスマートシティ・ネットワーク（ASCN）の連携によるASEAN地域におけるスマートシティの実現推進
新型コロナを受けたASEAN経済強靱化
外務省
経済活動の維持・活性化のための緊急支援円借款
アジアにおける持続的な物流システムの構築研修
FVC（Food Value Chain）に関する技術協力研修
財務省
「新型コロナ危機対応緊急ウィンドウ」の創設
日本企業によるグローバル・バリュー・チェーンの再編等のための新ファシリティの創設
経産省
日ASEAN経済強靱化アクションプランの策定
海外サプライチェーン多元化等支援事業，日ASEANアジアDX促進事業，ASEAN地域における貿易手続デジタル化のための実態調査
ASEAN各国のECA等との再保険協力，海外日系子会社運転資金支援
ASEAN諸国におけるNEDO国際実証事業等を通じた省エネ・新エネプロジェクトの支援，ASEAN諸国における省エネ・新エネに関する制度構築・人材育成
支援，ASEAN地域における省エネ・新エネに関する官民ビジネスフォーラムの開催

A技協
JAIF
-

A技協
A技協
JBIC
JBIC
AMEICC
NEXI
-

