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第Ⅲ部　地域別の取組

	  注1  	 8ページの用語解説を参照。
	  注2  	 ASEAN構成国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナ

ムの10か国（ただし、シンガポール、ブルネイはODA対象国ではない）。

1	 東アジア地域
東アジア地域には、韓国やシンガポールのように高
い経済成長を遂げ、既に開発途上国から援助供与国へ
移行した国、カンボジアやラオスなどの後発開発途上
国（LDCs）、インドネシアやフィリピンのように著
しい経済成長を成し遂げつつも国内に格差を抱えてい
る国、そしてベトナムのように市場経済化を進める国
など様々な国が存在します。

 日本の取組
日本は、東アジア諸国の多様な経済社会の状況や、
開発課題の変化に対応しながら、支援の重点化を図り
つつ、協力を行っています。日本は、質の高いインフ
ラ投資を通じた経済社会基盤整備、制度や人づくりへ
の支援、貿易の振興や民間投資の活性化など、ODA
と貿易・投資を連携させた開発協力を進めることで、
この地域の目覚ましい経済成長に貢献してきました。
近年は、基本的な価値を共有しながら、開かれた域内
の協力・統合をより深めていくこと、青少年交流、文
化交流、日本語普及事業などを通じた相互理解を推進
し、地域の安定を確かなものとして維持していくこと
を目標としています。アジアを「開かれた成長セン
ター」とするため、日本は、この地域の成長力を強化
し、それぞれの国内需要を拡大するための支援を行っ
ています。

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、
東アジア地域でも多くの国が社会的・経済的に大きな
打撃を受けました。日本は、新型コロナの発生以降、
東アジアの11か国に対し、総額約380億円の保健・
医療関連機材の無償供与、技術協力を行っているほ
か、経済的影響を踏まえ、5か国に対し総額2,200億
円の新型コロナ危機対応緊急支援円借款を供与してい
ます。また、2021年12月時点で、ベトナム、イン
ドネシア、およびタイ等に対し、二国間および
COVAXファシリティ   注1  経由で約1,800万回分以
上の日本で製造するワクチンを供与しました。

■東南アジアへの支援
ASEAN諸国   注2  は、日本のシーレーンに位置す
るとともに、2020年10月時点で約14,500の日系
企業（事業所数）が進出するなど経済的な結びつきも
強く、政治・経済の両面で日本にとって極めて重要な
地域です。ASEANは、「ASEAN共同体」（2015年）
を宣言し、域内の連結性強化と格差是正に取り組んで
います。また、「インド太平洋に関するASEANアウ
トルック（AOIP）」解説（2019年）には、法の支配や
開放性、自由、透明性、包

ほう

摂
せつ

性がASEANの行動原理
として謳

うた

われており、日本が推進する「自由で開かれ
たインド太平洋（FOIP）」と多くの本質的な原則を共
有しています。2020年11月の日ASEAN首脳会議
では「AOIP協力についての第23回日ASEAN首脳会
議共同声明」を発出し、このことを確認するととも
に、AOIPに記載された4分野（海洋協力、連結性、
国連持続可能な開発目標、経済等）における実質的な
協力およびシナジーの強化を通じて日ASEAN戦略的
パートナーシップを一層強化することで一致しまし
た。さらに、2021年11月の日ASEAN首脳会議で
は、共同声明の実施に関する具体的なAOIP協力の進
捗を示すプログレス・レポートを発出しました。（33
ページの「開発協力トピックス」も参照）。
日本は、このようにASEANの取組を踏まえて協力

を進めていますが、連結性強化と格差是正を柱としつ

シハヌークビル港の様子。同港はカンボジア唯一の大水深港であり、
カンボジアのコンテナ貨物輸出入の約7割を担っている（写真：
JICA）。
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つ、インフラ整備、法の支配、海上の安全、防災、保
健・医療、平和構築などの様々な分野でODAによる
支援を実施し、これまで、ASEAN諸国に対して累計
で約19兆円を供与してきました。また、開発分野に
おいて、民間や開発金融機関の資金力を活用する重要
性が増していることも踏まえ、「対ASEAN海外投融
資イニシアティブ」（2019年日ASEAN首脳会議）を
立ち上げました。同イニシアティブの下、質の高いイ
ンフラ投資、金融アクセス・女性支援、グリーン投資
の分野において、中小企業支援等に関する民間セク
ターへの投融資拡大を通じ、ASEAN諸国の経済再生
に貢献しています。また、2019年から2022年まで
の3年間でASEAN向けを中心として官民合わせて
30億ドル規模の資金動員を目指し、JICAを通じて
12億ドルの出融資を行うよう推進しています。
2021年12月時点で、ASEAN諸国向けには11件が
採択され、約449億円の出融資を行っています。

訪日中のソン・ベトナム外務大臣と外相会談を行った林外務大臣
（2021年11月）

連結性の強化に関しては、日本は、ASEAN域内に
おけるインフラ、制度、人の交流の3つの分野での連
結性強化を目指した「ASEAN連結性マスタープラン
2025」解 説（2016年ASEAN首脳会議）に基づいて
ASEANの連結性強化を支援しており、ASEANの一
体性・中心性の強化を後押しするため、日ASEAN技
術協力協定（2019年）に署名しました。同技術協力
協定に基づき、2020年度までにサイバーセキュリ
ティ（詳細は52ページを参照）、港湾運営および海

	  注3  	 31ページの用語解説「質の高いインフラ」を参照。
	  注4  	 ASEAN共同体の設立を目指し、域内格差の是正を中心に統合を進めるASEANの努力を支援するため、2006年に設置された基金。日本は、

2005年の日・ASEAN首脳会議において総額75億円（約70.1百万ドル）を拠出することを表明し、その後、2013年に「JAIF2.0」に総
額1億ドルを拠出した。2019年および2020年にも「JAIF2.0」に追加拠出をしている。

	  注5  	「One	ASEAN,	One	Response：ASEAN	Responding	to	Disasters	as	One」（2014年ASEAN防災担当大臣会議）の方針を実行できる
仕組みづくりのためのプロジェクト。2017年にはARCHで取り組んでいる活動の必要性が明確に盛り込まれた「災害医療にかかる
ASEAN首脳宣言（ALD）」（2017年）が採択された。

洋プラスチックごみ対策に関する研修を実施し、さら
に2021年度には国際公法、物流、犯罪者処遇等に関
する研修を実施しました。また、「日ASEAN連結性
イニシアティブ」（2020年日ASEAN首脳会議）に基
づき、計約2兆円の陸海空の回

かい

廊
ろう

連結性プロジェクト
を中心にハード面でASEAN連結性強化を支援し、ソ
フト面では2020年から3年間で連結性強化に資する
1,000人の人材育成を行っています。
インフラ整備に関しては、日本は、「質の高いイン
フラ投資に関するG20原則」  注3  と東南アジア諸国
に対するこれまでの支援の経験も踏まえ、「質の高い
インフラ投資」の普及に努めています。その一例とし
て、カンボジアにおけるシハヌークビル港への支援が
挙げられます。シハヌークビル港はカンボジアの輸出
入コンテナ貨物の約7割を取り扱うカンボジア唯一の
大水深港です。カンボジアの堅調な経済成長を背景と
したコンテナ貨物取扱い量の増加により、当該港のコ
ンテナ貨物取扱い能力はひっ迫しつつあるため、カン
ボジア政府からの要請を受け、新コンテナターミナル
の整備を円借款にて実施しているほか、併せてJICA
専門家の派遣や技術協力プロジェクトの実施を通じた
同港の港湾運営の効率化についても支援しています。
このように、ハード・ソフト一体となった支援を実施
することにより、当該港の貨物取扱い能力の向上を図
り、カンボジアにおける物流機能の強化に貢献してい
ます。
また、防災・災害医療分野に関しては、2009年以
降、引き続き日・ASEAN統合基金（JAIF）  注4  によ
り、ASEAN防災人道支援調整センター（AHAセン
ター）に対して、統合防災ICTシステムの構築、
ASEAN緊急災害ロジスティックシステム（DELSA）
構築、ASEAN緊急対応評価チーム（ERAT）の能力構
築、AHAセンターエグゼクティブ（ACE）プログラ
ム等を通じたASEANにおける防災・災害対応能力の
強化に貢献しています。日本は2016年からASEAN
災害医療連携強化プロジェクト（ARCH）  注5  を実施
しており、ASEAN各国の災害医療チームが参加する
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地域連携合同演習の開催や災害医療に関する標準手順
書の作成など、多くの成果を出しています。また、世
界保健機関（WHO）との研修の共同開催などを通じ
て、災害医療チームの世界基準にものっとった
ASEAN地域の災害医療分野の連携能力強化を進めて
います。
また、日本は、ASEAN感染症対策センターの設立
のため、2020年、JAIFに約55億円（5,000万ドル）
を拠出するとともに、技術協力による専門家派遣や研
修を実施するなど、同センターの設立を全面的に支援
しており、ASEAN地域における公衆衛生緊急事態へ
の対応や新興感染症対策の準備・探知・対応能力の強
化に貢献しています。2021年10月にはセンター運
営の担い手となるASEAN各国の公衆衛生担当者向け
の研修をオンラインで実施しました。これに加えて、
日本はワクチン開発や医療物資調達を目的とした「新
型コロナに関するASEAN対応基金」に対し、APT
（ASEAN+3）基金からの拠出に加え、日本として
100万ドルを拠出しました。
さらに、人材育成分野に関しては、「産業人材育成
協力イニシアティブ2.0」（2018年日ASEAN首脳会
議）に基づき、2019年から5年間で、AI等のデジタ
ル分野を含め、8万人規模の人材を育成することとし
ています。また、ASEAN地域における産業人材育成
のため、日本独自の教育システムである「高専（高等
専門学校）」をタイに設立して、日本と同水準の高専
教育を提供する協力を実施しています。加えて、日本
は、ASEANを含むアジア諸国との間で、日本の大学
院等への留学、日本企業でのインターンシップ等を通

	  注6  	 1994年、ブルネイ・インドネシア・マレーシア・フィリピンによって当該4か国の開発途上地域の経済成長のため設立された地域枠組。
	  注7  	 カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムの5か国に及ぶ地域。
	  注8  	 2018年の第10回日メコン首脳会議（東京）で採択された。日本の日メコン協力の方向性を示す。

じ、高度人材の環流を支援し、日本を含むアジア全体
のイノベーションを促進するための「イノベーティ
ブ・アジア」事業を行っており、2017年度から
2021年度までの5年間にわたりアジア全体から受入
れを行っています。
また、東ASEAN成長地域（BIMP-EAGA）  注6  に

対して、日本は経済協力、投資セミナー開催、招
しょう

聘
へい

事
業や「BIMP-EAGA+日本」対話の実施等に取り組ん
でおり、2021年にはインドネシア・パプア州のビア
ク島で漁港施設・市場が完工しました。
ASEAN諸国の中でも特に潜在力に富むメコン地
域   注7  に関しては、2009年以来、日本・メコン地
域諸国首脳会議（日メコン首脳会議）を開催していま
す。そのうち、おおむね3年に一度、日本で会議を開
催し、地域に対する支援方針を策定しています。
日本は、メコン地域の経済成長に欠かせない連結性
強化を重視して取り組んでおり、カンボジアのシハ
ヌークビル港開発、ラオスのビエンチャン国際空港の
機能改善、ベトナムのホーチミン市都市鉄道の建設、
タイのバンコク都市鉄道（レッドライン）の建設な
ど、「東京戦略2018」  注8  のもとでのプロジェクト
を着実に実施しています。
また、「2030年に向けた日メコンSDGsイニシア
ティブ」（2019年第11回日メコン首脳会議）に基づ
き、メコン地域の潜在力を最適な形で引き出すため、
国際スタンダードにのっとった質の高いインフラ投資
も活用しながら、（ⅰ）環境・都市問題、（ⅱ）持続可
能な天然資源の管理・利用、（ⅲ）包

ほう

摂
せつ

的成長の3つ
を優先分野として取り組んでいます。その具体的な取
組としては、「草の根・メコンSDGsイニシアティブ」
（2020年第13回日メコン外相会議）を通じて、メコ
ン諸国の地域に根差した経済社会開発およびSDGsの
実現を支援しています。2021年12月には第1回日
メコンSDGsフォーラムを開催し、各国における課題
と取組を共有し、意見交換しました。日本としては、
メコン地域をより持続的で、多様で、包括的なものと
するため、引き続き「2030年に向けたSDGsのため
の日メコンイニシアティブ」の下、メコン地域におけ
るSDGsを推進していきます。
また、新型コロナの影響でメコン諸国の経済が打撃

東ティモールにおける「国産米の生産強化による農家世帯所得向上プ
ロジェクト」で稲作地を視察するJICA専門家（写真：JICA）
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を受け開発資金が不足する中、民間企業等が行う開発
事業の実施を後押しするため、「メコンSDGs出融資
パートナーシップ」（2020年第12回日メコン首脳会
議）、をはじめとする「5つの協力」（（ⅰ）民間セク
ターに対する出融資の推進、（ⅱ）小さなコミュニティ
に行き渡る草の根の無償資金協力、（ⅲ）法の支配に
関する協力、（ⅳ）海洋に関する協力、（ⅴ）サプライ

チェーン強
きょう

靭
じん

化に関する協力）を推進しています。
ミャンマーにおいては新型コロナの影響や2021年
2月のクーデター発生により、人道状況が急激に悪化
しており、ミャンマー国民への人道支援が喫緊の課題
になっています。日本としても、こうした状況を改善
させるべく国際機関等を通じた支援を積極的に行って
おり、2021年中には、食料、栄養、保健、水・衛生
等の分野における支援、および新型コロナへの対応の
ための救急車や酸素濃縮器の供与等を実施しました
（約2,100万ドル）。また、2022年2月には追加的な
支援決定を発表し、国際機関やASEAN事務局を通じ
て、食料、シェルター・マットレス等の生活物資、医
療資材などをミャンマー国民に届けていくこととして
います（約1,850万ドル）。今後も現地の状況と人道
上の必要性・緊急性を踏まえ、国際機関やASEAN事
務局と連携しながら支援を必要とするミャンマー国民
に届く人道支援を積極的に行っていきます。日本政府
として、困難に直面しているミャンマー国民にしっか
り寄り添っていきます。

ベトナム・ロンアン省の小学校において、草の根・人間の安全保障無
償資金協力により建設された校舎で学ぶ生徒たち

ミャンマーと国境を接しているタイのカンチャナブリ県サ
ンクラブリ郡には、その立地状況と歴史的背景から、国境付
近一帯で生活している少数民族とともに、ミャンマーからの
移民・難民が多く暮らしています。元来、同地域の医療環境
は脆

ぜい

弱
じゃく

であったことに加え、特にこうした人々は、無国籍あ
るいは経済的な理由から、適切な医療にアクセスすることが
できていませんでした。そこで、日本人看護師の陣

じん

野
の

代
よ

利
り

子
こ

さんはタイ人の夫と共にサーンジャイディークリニックを開
設し、国籍、民族、経済状況などにかかわらずすべての患者
を受け入れてきました。

しかしなが
ら、同地域には
農業や工場など
で働く人が多
く、外科的治療
を必要とする患
者が多いにもか
かわらず、同ク
リニックには医
療器材が十分に
整備されていな
いことから、提供できる医療が限られており、簡易的な手術
も実施できない状況にありました。
このような状況を改善するため、日本は、草の根・人間の
安全保障無償資金協力を通じて、同クリニックに対し、医療
機器および手術室の整備を行いました。これにより、2019
年には約500人が外科手術を受けることができるようにな
るなど、社会的に弱い立場にいる人により良い医療が提供で
きるようになりました。
人間一人ひとりに着目する人間の安全保障の実現のため、
日本はそれぞれの地域に密着しながら、「誰の健康も取り残
さない」保健・医療支援を引き続き実施していきます。

カンチャナブリ県サンクラブリ郡における医療機器整備計画
草の根・人間の安全保障無償資金協力（2016年9月～2017年5月）タイ

引渡し式典の様子

供与された機材を使用し、患者を診察してい
る様子
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■対中ODAの終了
対中ODAは近年も日中関係強化に大きな役割を果
たしてきましたが、2018年、安倍総理大臣（当時）
が、対中ODAの新規採択を2018年度をもって終了

	  注9  	 2022年1月現在継続中であり2022年3月末に終了予定の案件は、技術協力3件、JICA海外協力隊員2名の派遣および草の根技術協力1
件。

し、開発分野における対話や人材交流などを進めるこ
とを発表しました。既に採択済みの継続案件も、
2022年3月末をもってすべて終了する予定で
す   注9  。

©DLE

用 語 解 説

インド太平洋に関するASEANアウトルック（AOIP：ASEAN Outlook on the Indo Pacific）
インド太平洋におけるより緊密な協力のためのビジョンを創り出し、ASEANを中心とした地域枠組みを強化するイニシアティブ。新たなメカニズ
ムの創設や既存のメカニズムの置き換えを目的とするものではなく、現在および将来の地域と世界に発生する課題により良く対処するため、
ASEAN共同体の構築プロセスを強化することを意図したもの。日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」と多くの本質的な共通点
を有している。

ASEAN連結性マスタープラン2025（MPAC 2025：Master Plan on ASEAN Connectivity 2025）
「ASEAN連結性マスタープラン」（2010年採択）の後継文書として、2016年のASEAN首脳会議にて採択された、ASEAN連結性強化のための行
動計画。「ASEAN2025：共に前進する」（2015年採択）の一部と位置付けられている。同文書は、「持続可能なインフラ」、「デジタル・イノベー
ション」、「シームレスなロジスティクス」、「制度改革」、「人の流動性」を5大戦略としており、それぞれの戦略のもとに重点イニシアティブが提示
されている。

 日本の開発協力の方針 東アジア地域の重点分野

法の支配の貫徹
海上の安全確保
インフラシステムの輸出

シーレーン

資源エネルギー産出地域との協力強化

モンゴル

ベトナム

カンボジア

ミャンマー

タイ

ラオス

東ティモール

マレーシア

フィリピン

インドネシア

中国

東京戦略2018の着実な実施
・生きた連結性
・人を中心とした社会
・グリーン・メコンの実現

ASEAN支援
2015年に「ASEAN共同体」が設立。ASEANのさらなる統合
深化を後押しすることは、日本および地域の安定と発展のため
に重要との考えのもと、以下の支援を重点的に実施。
・産業基盤や交通網整備等の質の高いインフラ支援
・通関円滑化や回廊周辺開発等を通じた域内の連結性強化
・域内および国内格差是正のための支援（貧困削減や人材育
成、保健・女性分野における支援を含む）

・防災、環境・気候変動・エネルギー分野など、持続可能な社
会の構築のための支援

・テロ対策、海上の安全確保、法の支配の促進、サイバーセ
キュリティ強化など、域内の安定・安全に資する支援
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開発協力開発協力
トピックストピックス マレーシアの経済・社会の発展を支えた

東方政策と日本のODA
～共に創りあげた40年の成果を踏まえて～5

2022年はマレーシアで東方政策（Look	East	
Policy）が開始されてから40周年に当たります。東
方政策は、学生の日本留学や行政官の日本での研修を
通じて、マレーシアの人々が日本の労働倫理、勤労意
欲、道徳、経営能力等を学ぶことで、自国の経済社会
の発展と産業基盤の確立を目指すマレーシアの政策で
す。日本政府は、マレーシア政府による本政策の導入
以降40年にわたり一貫してこの東方政策に協力を
行ってきました。
たとえば、留学生派遣事業では、日本へ留学予定の
学生たちへの日本語予備教育を行う講師を日本から派
遣し、留学生が日本での授業にスムーズに対応できる
よう支援を行っています。また、行政官向け研修にお
いては、若手行政官の日本企業での実務研修である産
業技術研修プログラムや、管理職行政官を対象に地方
自治体や民間企業などで研修を行う経営幹部実務研修
等の実施を支援するとともに、2015年からは東方政策
の第2段階として立ち上げられた「東方政策2.0」の下
で最先端産業技術等の分野での研修も行っています。
これまでに約2万6,000人がマレーシア政府から日
本に派遣されており、2021年12月末時点でマレー
シア政府各省庁の次官級ポストのうち6割以上が、本
政策に基づく日本留学・研修の経験者となっています。
日本政府は東方政策への支援と同時に、マレーシア
の経済・社会の発展のため、ODAを通じた道路、電
力、上水道等の基盤インフラの長期計画策定や整備に
加え、産業技術の改善を支援してきています。また、
マレーシア国内での産業人材育成も支援しており、古
くは職業訓練指導員・上級技能訓練センター（CIAST）注1

に対する支援、最近では日本式工学系高等教育を実践
する大学とし
て設立された
マレーシア日
本国際工科院
（MJIIT）に専
門家派遣等の
支援を行うな
ど、マレーシ

アの経済・社会を踏まえ、日本の支援の軸も職業訓練
から高等教育へ移ってきています（MJIITについては
37ページも参照）。
こうした東方政策と日本のODAによる支援を組み
合わせた取組は、日本の経験・知見を踏まえつつ相手
国のオーナーシップを尊重し、相手国の実情・ニーズ
に見合った支援を行う日本の開発援助の特長を体現し
たものであり、これらの取組により、マレーシアの経
済・社会は順調に発展しました。
また、東方政策で学んだ留学生や行政官は帰国後に
日本企業に就職したり、政策立案に日本での経験を活
かしたりして、マレーシア経済だけでなく、両国の相
互理解、友好促進に貢献しています。東方政策で培わ
れた多層的な人材交流は、日本企業がマレーシアに進
出する際の支えともなり、2021年12月現在、約
1,500社が活動しています。
このように、東方政策は、マレーシア独自の政策で
ありつつも、日本とマレーシアが共に創りあげてきた
プロジェクトであるとも言えます。日本政府は、今後
も東方政策と連動しつつ、2025年までに高所得国入
りを目指すマレーシアの経済・社会の発展を支援して
いきます。そして、マレーシア政府と連携しつつ、南
南協力注2などを通じて、40年間の東方政策および
ODAの成果を他国との協力にも活かしていきます。

注1	 専門労働者の育成を目的とし、1982年8月から91年3月まで
実施。1993年末までに1万826人が訓練を受けた。

注2	 106ページの用語解説を参照。

MJIITでの指導の様子

KLタワーから望むクアラルンプールの街並み
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