
 
 

 研究結果  
 

東アジア共同体におけるアセアンの位置づけ 
―アセアンに対する中国と日本の政策的取り組み比較― 

 

目前、「アセアン＋３」体制は東アジア地域の各国が対話と協力を展開するための主要な枠組み

となっている。東アジア地域協力は、日本でも中国でもない、アセアンを中心として進むことが現

実となっている。 

東アジア地域協力の運転席に座っているアセアンはまず自ら一体化することを重視しており、ア

セアンを中心とした多面な二国間対話の仕組みや自由貿易への取り組みが最も利益に繋がると考え

ている。その中で、中国と日本がアセアンに対する政策は注目されるべきである。 

中国は「アセアン＋３」という体制において、先駆けてアセアンとの自由貿易計画を提起し、東

南アジア平和友好条約を結び、東アジアにおける経済協力や制度化の取り組みを積極に推進しつつ

ある。中国の戦略的思考は ASEAN との FTA を推進し、経済関係を強化すると同時に、日・中・韓の

三カ国も FTA 関係を構築し、最終的に ASEAN と日・中・韓（10＋３）をカバーする FTA を完成させ

る「東アジア自由貿易地域」の構築を目標としている。アセアンとの協力において、日本を排除せ

ず、積極的な役割を果たすことを促しているのである。「中国脅威論」特に「経済脅威論」を払拭

しようとする点もよく指摘される。  

日本は、二国間 FTA 交渉を先にし、合計四カ国と締結あるいは合意しておりアセアン全体との F

TA は 2005 年４月に交渉を開始した。2003 年 12 月の特別首脳会議は、「東アジア共同体の構築に

向けた東アジア協力の深化」という内容を盛り込んだ「東京宣言」を発表した。日本の共同体構想

は、アセアンと日･中･韓（10＋３）プロセスを地域経済協力と経済統合の重要な経路とする認識を

示したが、実際、日本と ASEAN との経済、政治と安全保障におけるパートナーシップの構築に軸を

置いたものである。共同体構築に関して日本と中国との協力、中国の影響力に応じた役割を果たさ

せることを考慮していない。中国を排除する考えが背後に隠されていることは否定できない。 

中日間では、発展戦略、安全保障および歴史に対する認識が異なっており、両国が地域主義の位

置づけや目標について、協調と統一を図るのは難しい。中日間での共通認識がなければ東アジア地

域協力の更なる発展も望めない。 
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英文研究結果及び研究成果の公表について 
 研究結果（英文） 

The Status of ASEAN in the East Asian Community 
The mechanism of“ASEAN+3” has become the main framework for every East 

Asian country to proceed with dialogue and cooperation. ASEAN has been playin

g the role of the driver in the East Asia-cooperation train. ASEAN, not only 

attaches great importance to self-integration, but also has been active in pr

omoting the dialogue between two countries and regional free trade. 

In the process of East Asian cooperation, the policies made by China and 

Japan for ASEAN are striking. 

In the “10+3”framework, China, the first country to propose the free tr

ade program with ASEAN, agrees to Treaty of Peace and Friendship of East Asi

a, and has been active in promoting East Asian countries’cooperation and sys

tem construction. China’s strategy is to establish FTA with ASEAN, strengthe

n the economic relationship, meanwhile promote free trade between China, Japa

n and South Korea, and finally create the free trade system incorporating the

 whole area of East Asia. To some degree, China’s behaviors are also intende

d to clear up the mind of “Chinese threat” and “Chinese economic threat” 

of East Asian countries。 

    Putting FTA in the first place, Japan has signed agreements with a number

 of countries alone. And the negotiation with ASEAN began to proceed in the A

pril of 2005. in Tokyo Declaration，which was signed in Japan-ASEAN Special S

ummit Conference, Desiring the establishment of East Asian Community, Japan p

roposed to deepen East Asian cooperation. Japan, with the consideration of Ea

st Asian Community, although realized that “10+3” is the important way to r

egional economic cooperation, yet some policies and measures were apparently 

intended to exclude China. 

China and Japan diverge at the development strategies, security and histo

ry cognition, and the two countries have difficulties in achieving regional c

ooperation. ASEAN will continue to serve its coordination and promotion, but 

if China and Japan could not achieve the real reconciliation and cooperation,

 East Asian regional cooperation would not accomplish further development. 
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