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日ASEAN・AOIP協力の取組(概要)日ASEAN・AOIP協力の取組(概要)

日本とASEANは、ASEANの一体性と中心性、包摂性、透明性、国際
法の尊重といった主要な原則を包含し、ASEAN共同体の構築プロセスを
補完する、自由で開かれ､ルールに基づくインド太平洋地域を促進するとの
見解を共有する戦略的パートナー。
2019年の第34回ASEAN首脳会議において、ASEAN首脳は、

ASEANのアジア太平洋・インド洋地域への関与の指針となる「インド太平
洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」を採択。日本はAOIPに全面的な
支持を表明してきている。
2020年、日本とASEANは「AOIP協力についての第23回日ASEAN首

脳会議共同声明」を採択。49件の具体的な協力案件のリストを共同声
明とともに公表。
AOIPは主要４分野として、海洋協力、連結性、国連持続可能な開発

目標(SDGs)、経済等を掲げる。2021年、日本は49件の既存案件に加
え、24件の追加案件に関する進捗報告書を提出した。

2021年に進捗報告書に記載された日本の協力の概要は以下のとおり。
●無償ベースで６億5,500万米ドルを超える支援事業を実施。
●約18億米ドルの財政支援円借款(ODA)を供与。
● 2021年に新規案件に対して「対ASEAN投融資イニシアティブ」に基づ

く約3,700万ドルの投融資を実施。
●2021年に、日ASEAN技術協力協定に基づくものを含め、27案件の研

修・セミナー・ワークショップ等に２万5,000人以上が参加。

令和３年１０月

第34回ASEAN首脳会議(2019年)

第23回日ASEAN首脳会議(2020年)



日ASEAN・AOIP協力の取組(例)日ASEAN・AOIP協力の取組(例)

IUU漁業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)漁業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2022年に研修を実施予定。

アジア・太平洋地域におけるプラスチックごみ流出防止対策支援：Counter MEASURE II

(IUU漁業の抑止にかかる政策・対策国別研修(大洋州地域))

(陸へ打ち上げられた
海洋プラスチックゴミ(タイ))

1. 海洋協力

・ 海洋プラスチックごみの主要発生源とされ、迅速な対応が求められてい
る東南アジア・インド地域につき以下の支援を実施。
①南アジア３か国に対する科学的知見構築支援
②メコン川流域流出削減重要拠点における対策支援
③専門家グループ発足による知見の共有

海上安全に関する協力

海洋プラスチックごみに関する協力

令和３年１０月
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(マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみの調
査手法と分析手法を学ぶオンライン研修の様子)

・ 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。

追加案件



日ASEAN・AOIP協力の取組(例)日ASEAN・AOIP協力の取組(例)
2. 連結性

AOIP・JENESYSの実施

アジア高校生架け橋プロジェクト

・ 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))を実施(約1週間)。

(JENESYS2020
ASEAN オンライン交流)

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、2020年か
ら2022年の間に連結性強化に資する人材1,000人を育成予定。

タイ都市鉄道レッドラインカンボジア・シハヌークビル港

・ ASEANの青年を日本に招へいし、AOIP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。

質の高いインフラに関する協力

人と人との連結強化に関する協力

令和３年１０月
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・ アジア諸国で日本語を学ぶ優秀な高校生を半年から10ヶ月程度、日本全国の高校に招へいし、
国際交流を深め、互いの国に精通したリーダー、架け橋となる人材の育成を目指す事業。

・ 2021年度には、249人の高校生を日本に招へい予定。

【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)

【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 整備計画
(カンボジア)

・2021年には、日本製車両を導入したタイ都市鉄道レッドラインが試験運行を開始。

追加案件
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日ASEAN・AOIP協力の取組(例)日ASEAN・AOIP協力の取組(例)

ASEAN感染症対策センター設立支援
・ 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。
・ 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有・分析、研修、イノベーションを担う。

・ JICAが技術協力を通じた人材育成研修を実施予定。

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支援
・ BlueOrchard Finance Ltdが運営するファンド経由で

マイクロファイナンス機関に対する資金提供を行い、COVID-19の影響
を受けている女性事業者を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。
新型コロナウイルス対策支援（ワクチン・医療物資・コールドチェーン機材の供与）
1,600万回分のワクチン供与及び「ラスト・ワン・マイル支援」を含む累計約320億円分の無償資金協力。

ベトナム「クアンチ省陸上風力発電事業」に対する融資
・ JICAが2021年5月にベトナムのクアンチ省に設置する

陸上風力発電事業への2,500万米ドルの融資契約に調印。
・ 本事業は、JICAがベトナムの風力発電事業にプロジェクトファイナンス方式

により融資を行うモデルケースであるとともに、本邦企業が初めて同国の
大型新規風力発電事業に出資を行う案件に対する支援として、
後続案件形成の呼び水効果が期待される。

新型コロナ対策協力
3. SDGs

令和３年１０月

環境・防災分野への協力

同事業で設置したベトナムの風車12本
(出典：株式会社RENOVA)

インドネシアへのワクチン供与 酸素濃縮機の贈与式

追加案件
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日ASEAN・AOIP協力の取組(例)日ASEAN・AOIP協力の取組(例)
4. 経済等

ASEAN地域のサイバーセキュリティ能力強化
・ 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、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。
2021年には549人がオンラインで参加。

・ 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ＥＵ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に関する演習をインド太平洋地域向けに実施。また、2021年１月に承認された「日ASEAN ICTワーク
プラン2021」について、５Gやスマートシティ分野におけるプロジェクトの推進、人材育成やR&D分野における国際連携の推進
等ICT分野における日本とASEAN諸国との協力関係を推進。2021年は約580人が参加。

「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。
• 同アクションプランの下、サプライチェーン強靱化支援、アジアのデジタルトランスフォーメーション(DX)に対する財政支援、貿易円

滑化の促進等のプロジェクトが2021年に進展。約350億円の予算で92件のプロジェクトが採択された。
• 2021年9月の日ASEAN経済大臣会合では、同アクションプランの進捗が歓迎されるとともに、ポストコロナ経済成長に向けた

「日ASEANイノベーティブ＆サステナブル成長プライオリティ」を提案し、次の集中的取組として歓迎された。

サイバーセキュリティ

ASEAN経済強靱化

令和３年１０月
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1. 海洋協力

2. 連結性

海上安全に対する協力
外務省 IUU対策に関する研修(技術協力) A技協

港湾戦略研修 A技協
国交省 VTS(Vessel Traffic Services)要員の育成 一部JAIF

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 一部JAIF
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) 防衛省

海洋プラスチックごみに関する協力
外務省 海洋ごみ対策のための廃棄物管理研修 A技協

海洋プラスチックごみ削減対策促進支援(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) JAIF
環境省 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)

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 JICA

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 投融資
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 投融資
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 投融資

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 JAIF
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 JBIC,NEXI
経産省 JOGMECによるLNG人材育成支援 JOGMEC,JCCP

人と人との連結強化に関する協力
外務省 AOIP・JENESYSの実施 JAIF

ASEANにおける地域課題に対する理解・寛容性・意識の向上 JAIF
ASEAN青少年ボランティア JAIF
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」 JFアジアセンター

文科省 日ASEANスポーツ協力 JAIF
大学の世界展開力強化事業 -

日ASEAN・AOIP協力の取組 (既存案件一覧1/2)日ASEAN・AOIP協力の取組 (既存案件一覧1/2)



令和３年１０月

3. SDGs

4. 経済等

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 JAIF,JICA

新型コロナウイルス対策支援(ワクチン・医療物資・コールドチェーン機材の供与) -
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) 投融資
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 投融資
弱者(中小企業、農村漁村)支援 JAIF

環境，防災分野への協力
外務省 ASEAN地域における気候変動情勢報告書の作成 JAIF
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)
-

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 JAIF
外務省 ASEAN防災緊急対応協定(AADMER)作業計画2021-2025の作成 JAIF

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) JAIF
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) 防衛省

日ASEAN・AOIP協力の取組 (既存案件一覧2/2)日ASEAN・AOIP協力の取組 (既存案件一覧2/2)

デジタル経済の強化，第４次産業革命への協力
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 A技協
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 一部JAIF
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EU官民によるサイバー演習 METI
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ログラム) JST,AMED
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 MLIT

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・活性化のための新型コロナウィルス感染症危機対応緊急支援円借款 -

アジアにおける持続的な物流システムの構築研修 A技協
FVC(Food Value Chain)に関する技術協力研修 A技協

財務省 「新型コロナ危機対応緊急ウィンドウ」の創設 JBIC
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 JBIC

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 AMEICC
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 NEXI
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

-
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1. 海洋協力

2. 連結性
法の支配の促進に関する協力

法務省 開発途上国に対する法制度整備支援 A技協
ASEAN諸国等に対する法制度整備支援(UNAFEI) JICA・法務省

人と人との連結強化に関する協力
外務省 CLMV諸国アタッチメントプログラム JAIF
文科省 アジア高校生架け橋プロジェクト MEXT

日ASEAN・AOIP協力の取組 (追加案件一覧1/2)日ASEAN・AOIP協力の取組 (追加案件一覧1/2)

海上安全に対する協力
外務省 課題別研修(国際公法「海洋法と国際紛争の平和的解決」)の実施 A技協

スールー・セレベス海等周辺地域に於ける協力強化 一部JAIF
防衛省 プロフェッショナル・エアマンシップ・プログラム(PAP)(ビエンチャン・ビジョン2.0) 防衛省

海洋プラスチックゴミに関する協力
外務省 アジア・太平洋地域におけるプラスチックごみ流出防止対策支援:Counter MEASURE II UNEP
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3. SDGs

4. 経済等

環境分野への協力
外務省 ベトナム「クアンチ省陸上風力発電事業」に対する融資 投融資

カンボジアにおける太陽光発電事業に対する融資 投融資
ベトナム「ビンズオン省上水道拡張事業」に対する融資 投融資

経産省 アジアエネルギートランジションイニシアティブ(AETI) -
外務省 高性能エアコンの導入促進及びプラスチックごみ削減支援 JAIF

食料システム
農水省 東南アジア各国との「持続可能な農業生産及び食料システムに関する共同文書」の下での取組 農水省・JICA・

JAIF
防災分野への協力

外務省 課題別研修「防災主流化促進」 A技協
外務省 防災に関するASEAN関連機関との連携促進のためのASEANマッピングエクササイズ JAIF

犯罪防止と司法制度の協力
法務省 SDGs達成に向けた、第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)のASEAN地域における成果展開 -
外務省 課題別研修「犯罪者処遇(矯正保護)」 A技協

日ASEAN・AOIP協力の取組 (追加案件一覧2/2)日ASEAN・AOIP協力の取組 (追加案件一覧2/2)

経済の強化、第４次産業革命への協力
外務省 ASEAN共通品目表(AHTN)2017のレビュー JAIF
経産省 ＬＥＡＤイニシアティブ -
経産省 海外投資保険によるサプライチェーン強靭化支援 -
外務省 「中小企業発展のための戦略的行動計画2016-2025」による主要評価指標のモニタリングサポート JAIF
法務省 国際知財司法シンポジウム -

サイバーセキュリティに関する協力
防衛省 日ASEAN防衛当局サイバーセキュリティ能力構築支援事業 -


