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「自由と繁栄の弧」をつなぐ、
インドとASEANの連結性
――連結性プロジェクトの再検証が必要――
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これは、2006年11月30日、第１次安倍内閣の麻生外

動き出す日本の「価値観外交」

務大臣（当時）が、
「自由と繁栄の弧をつくる――広
がる日本外交の地平」と題した講演（日本国際問題研

価値観外交とは、自由、民主主義、基本的人権、法

究所セミナー講演）で提唱したのが初出といわれ、必

の支配といった普遍的価値観を共有する国々との関係

然的に、「弧」の結節点として、中央に位置する

を深め、それを広めようとする外交方針である。日本

ASEAN諸国およびインドとの関係強化が重要とさ

において、この価値観外交の観点から、ユーラシア大

れる。

陸に沿って、東から米国、日本、豪州、中央の

第２次安倍内閣の外交は、2013年１月２日からの

ASEAN諸国およびインド、西は中央アジア、中東・

麻生副総理のミャンマー訪問を皮切りに、１月９日か

コーカサスを通ってEU、NATO諸国までの国々と緊

ら岸田外務大臣がフィリピン、シンガポール、ブルネ

密に連携し、この普遍的価値を広め、豊かで安定した

イおよびオーストラリアを訪問、そして１月16日から

地域を形成しようとする具体的な政策展開が、いわゆ

は、安倍総理が就任後初めての外遊先として、ベトナ

る「自由と繁栄の弧」
（の形成）である（図１参照）
。

ム、タイ、インドネシアを歴訪し、価値観外交の復活
を印象づけるスタートとなった。

図１

自由と繁栄の孤の形成

ASEAN各国の政府高官や識者か
ら、こうした日本のアジア、なかん
ずく、ASEAN諸国を重視する姿勢
を評価する向きは多い。2013年１月
中旬、南アジア研究所（ISAS：
Institute of South Asian Studies）
でインドとASEAN諸国の連結性を
研究する客員研究員と面談した折、同
氏は、こうした日本政府の取り組み
姿勢に対して強い関心と期待を寄せ
た。ひとつは、懸案を抱える日中間
での直接的な摩擦を避けつつも、ア
ジアにおけるパワーバランスの適正
化を促すという安全保障面での期待
であり、もうひとつは、日本企業を
出所：外務省HP
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ワークと日本政府によるASEAN

図２

アジア総合開発計画

連結性支援へのさらなる期待とい
った経済面での期待である。すな
わち、2015年のASEAN共同体の
実現を前に、一様でないASEAN
各国をつなぐことが急務である
ASEAN諸国においては、経済お
よび安全保障の両面において、日
本に対し一定の期待が寄せられて
いるというのである。

「弧」をつなぐ
「アジア総合開発計画」
出所：通商白書（2010）

このように、ASEAN諸国では、
ASEAN共同体の構築に向けて、
「連結性」強化が課題

内プロジェクトのほか、
「メコン総合開発」や「IMT

となっている。かかる背景から、2010年10月の第17回

（インドネシア、マレーシア、タイ）成長三角地帯」
、

ASEAN首脳会議（ハノイ）では、①運輸、情報通信、

「BIMP（ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フ

エネルギー網などの「物理的連結性」
、②貿易、投資、

ィリピン）広域開発」といった広域プロジェクト、さ

サービスの自由化・円滑化などの「制度的連結性」
、③

らには、インドとASEAN諸国の連結性を強化する

観光・教育・文化における「人と人との連結性」の３

「メコン・インド産業大動脈」などからなり、総額

要素からなる連結性強化のためのマスタープラン

3900億ドル、695件にのぼるインフラ整備プロジェク

（MPAC：Master Plan on ASEAN Connectivity）

トを擁する、壮大なものである（図２参照）
。

を採択。これに対し、日本政府は、同時期に開催され

また、同計画では、ASEAN諸国および周辺地域か

た第13回日・ASEAN首脳会議において、オールジャ

らなる対象地域を、①シンガポール、バンコク、ジャ

パンでこれを支援する旨表明すると同時に、第５回東

カルタといった既存の産業集積（Tier１）
、②これら

アジア首脳会議においては、日本政府が主導するかた

既存の産業集積で行われている生産活動の一部を移

ちで「東アジア・ASEAN経済研究センター（ERIA：

転・誘致し、より廉価で安定的な生産分業体制の構築

Economic Research Institute for ASEAN and East

を促しながら、生産ネットワークの一角として参加可

Asia）
」がアジア開発銀行およびASEAN事務局と協

能な周辺地域（Tier２）
、および③島嶼地域のように

力して策定した、
「アジア総合開発計画（CADP：Com-

短中期的には生産ネットワークへの参加は難しいもの

prehensive Asia Development Plan）
」が完成・提出

の、大都市圏への連結性を強化しながら、天然資源や

された。

観光資源などを有効に活用し、地域独自の開発戦略を

また、翌2011年11月の第14回日・ASEAN首脳会議

念頭におく地域（Tier３）
、といった３つの階層に分

（バリ）においては、日本政府より、ASEAN連結性強

類するとともに、上述のような経済回廊プロジェクト

化に向けて、
「陸の回廊」と「海の回廊」の整備および

をドライビングフォースとした、地域全体の相乗的な

「ASEAN全域ソフトインフラ案件」を柱として支援を

発展を提唱している。

実施する旨表明するとともに、連結性強化に資する主

これらの連結性プロジェクトは、同計画の策定過程

要案件リスト「フラッグシップ・プロジェクト」
（総額

（2009年当時）において、経済発展も一様でない各国

約２兆円）を提示するなど、連結性強化支援に対する

をつなぎながら地域全体の発展を目指すとともに、日

日本のコミットメントは非常に強いものとなっている。

本企業をはじめとしたアジアにおける生産ネットワー
クの安定化・高度化を企図した、まさに実体経済で

この「アジア総合開発計画」は、
「デリームンバイ
産業大動脈」や「インドネシア経済回廊」といった国

「弧」をつないでいく戦略的なアプローチであるとい
えよう。
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国国営石油PTTがそれぞれベトナムで石化施設建設

変容するアジアのインフラ・ニーズ

に乗り出すなど、現地生産化の動きが加速している。
これらに伴い、求められるインフラも当然変わってこ

他方、ASEAN諸国は、過去10年間で国内総生産が

よう。

およそ３倍になるという成長市場であるゆえ、常に戦
略の見直しや調整が必要となることは論を待たない。

第三は、エネルギー資源の地産地消の動きへの対応

その今日的な見直しの視点として、いくつか例示し

である。わが国を中心とする東アジアへのLNG供給

たい。第一は、アジアにおける需給変化である。昨年

の一翼を担ってきた東南アジアLNG輸出国のインド

来、シンガポール、マレーシアといったASEAN諸国

ネシア、マレーシア、ブルネイなどは、国内需要の増

のほか、香港、台湾など、行く先々の政府高官や識者

加などに伴い、今後のガス増産を織り込んだとしても

から、アジアにおける需給変化と、それに伴うアジア

輸出余力の増大は見込めない状況にある。他方、当該

各国の保護主義的な動きに対する懸念が示された。中

地域では、中小規模のガス田の発見も多く、その国内

国経済の緩やかな調整局面において、生産調整がまま

利用が期待されつつも、輸送インフラも含めたベース

ならない中国からの廉価な部材などがほかのアジア各

で商業規模に至らず、なかなかその開発が進まないと

国に流出してきたことに起因するものである。特に、

いう事情を抱える。FLNG（天然ガス洋上液化設備）

鉄鋼、化学、紙パルプ、ニッケルなどの分野において

プロジェクトやそれに必要なインフラ整備への支援

は、中国が輸入ポジションであるとともに、中国国内

や、LPG（液化石油ガス）輸送のための輸送インフラ

での生産も多いという特徴があるため、ひとたび中国

整備支援などを通じ、その国内利用を支援・推進しつ

の内需が緩むと、中国国内市場で吸収できない超過分

つ、わが国向けLNGの安定供給確保を図るといった、

は二重の意味でアジア域内に流出するのである。これ

パッケージでのアプローチも必要となってきており、

は日本を含むアジア各国にとっては、アンチダンピン

かかる観点からインフラ計画を再考する必要性も

グ、セーフガード、相殺関税といった通商政策上の措

高い。

置発動のイシューであると同時に、既存事業や将来の
投資計画に対する不確定要素として大きく影を落とし
たという意味で、そのインパクトは大きかったといえ

日本とASEAN諸国および
インドとの関係に広がりを

よう。すなわち、アジア大での需給変化に対応しなが
ら、今日的に、商品の差別化や、アジアにおける生産

日本とASEAN諸国との交流は1973年にさかのぼ

ネットワークの最適立地・最適生産の戦略を見直して

り、今年は、日・ASEAN友好協力40周年にあたる。

いく必要性が改めて認識されたわけであり、これに伴

77年、当時の福田赳夫総理が日本の東南アジア外交の

い、必然的に、あるべきインフラのあり方も変化し

指針として提唱した「福田ドクトリン」は、①日本は

よう。

軍事大国にならない、②ASEAN諸国と「心と心の触
れあう」関係を構築する、③日本とASEAN諸国は対

第二は、現地生産化の動きへの対応である。JBIC

等なパートナーである、という３原則からなり、今な

の「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報

お、アジアの多くの指導者から敬意を込めて言及され

告――2012年度海外直接投資アンケート調査結果（第

る。今日では、日本とASEAN諸国の関係は、広くヒ

24回）
」
（2012年12月）によると、わが国製造業の海

ト・モノ・カネにわたる。
「福田ドクトリン」を基礎

外生産比率（2012年度見込み）は32.6％（2009年度：

とした、日・ASEAN関係の40年間の重みである。

31.0％）、海外売上高比率（同）は35.5％（2009年

また、日本とインドの関係では、昨年、国交樹立60

度：34.2％）と、着実に増加傾向にある。特に、昨今

周年を迎えた。2006年12月、訪日したシン首相と安

では、わが国インフラ関連企業が火力発電用のタービ

倍総理との間で「日印戦略的グローバル・パートナー

ン、ボイラーをインドで現地生産するなどの動きがあ

シップに向けての宣言」が採択され、以降、毎年交互

るほか、鉄鋼や化学においては、わが国企業のほか、

に首相が相手国を訪問している。日本にとって、こう

韓国鉄鋼大手POSCOがインドネシアで高炉一貫製鉄

いった約束をした国はなく、インドにとってもロシア

所建設や、また、タイ素材大手サイアムセメントや同

のほかは日本だけであり、今年、日印首脳の相互訪
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問を合意した２人の再会が予定さ
れる。
2012年８月、ASEAN加盟10カ
国、日本、中国、韓国、インド、
オーストラリア、ニュージーラン
ドの６カ国に加え、ロシア、米国
からの経済閣僚を集めて開催され
た、第１回東アジアサミット
（EAS：East Asia Summit）経済
大臣会合（シェムリアップ）にお
いて、ERIAは、
「コネクティビテ
ィと外部ショックに対する経済統
nd

合：２ アンバンドリング」という

第１回東アジアサミット（EAS）
経済大臣会合におけるERIAからのプレゼンテーション（2012年８月）

実証研究に基づくプレゼンテーシ
ョンを行った。

このような関係は、
「メコン・インド産業大動脈」

アジアにおける生産ネットワークの深化について

というチェンナイ（インド）からダウェイ（ミャンマ

は、かねてより、危機時に連鎖的に崩壊する脆弱性を

ー）まで海路のみならず、デリー（インド）からダッ

はらんでいるのではないかとの指摘がなされてきた

カ（バングラディシュ）を経由した陸路も含めた、イ

が、本実証研究では、2011年の東日本大震災やタイ

ンドとASEAN諸国の連結性強化、さらには、インド

洪水からのグローバル・サプライ・チェーン危機から

以西への連結性強化により、より広く、そして厚みを

の急回復を下支えしたものこそ、この生産ネットワー

もたせていくことも可能であろう。インドと中東諸国

ク、特にその人的ネットワークであったことを裏づけ

との関係は、かなり深い。1991年、インドで経済改

た。日本企業を核としたアジアの生産ネットワークは、

革が始まったのは、湾岸戦争の影響で中東に約500万

アジア地域の成長と発展に貢献するとともに、

人といわれる医者やエンジニアなどの高度人材や出稼

「resiliency」
（強靭さ）をも兼ね備えていること、そ

ぎ労働者が一斉にインドに帰国し、外貨送金が止まり、

して最終的には、人と人との結びつきがそれを支えて

外貨危機に陥ったことに端を発する。また、現在では、

いることが説明されたのである。

自動車や家電製品などが、インドから中東諸国に、ま
た中東諸国を経由して欧州やアフリカに輸出されて
いる。
1991年のインド外貨危機時に、当時大蔵大臣であ
ったシン首相が訪日し、橋本龍太郎大蔵大臣（当時）
に談判して日本からの協力（インド向け緊急融資）を
とりつけた話は有名である。日本が、ASEAN諸国や
インドと、もう一段上の関係を構築していけるか、内
外から注目が集まっている。
※筆者略歴：1992年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、日本
輸出入銀行（現・国際協力銀行）入行。2002年ハーバード
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部、シンガポール駐在を経て、2009年12月〜2012年３月内
閣官房国家戦略室へ出向。2012年４月より現職。

インド国会で演説する安倍総理（2007年８月）
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