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2015年までに「政治安全保障共同体」を含む「共同体」の形成を目指
す東南アジア諸国連合（ASEAN）は、2011年にさまざまな安全保障課
題に直面した。ASEAN加盟国間の域内関係については、2008年以降再
燃したプレアビヒア問題をめぐってタイ・カンボジア関係が2011年前半
に悪化し、その後タイの新政権発足を契機に関係改善に向かった。両国
関係をめぐり、ASEANは議長国インドネシアを中心として積極的な調停
を行った。ミャンマーでは、軍が政治的影響力を残す形での「民政移管」
が完了した。新政府は、大胆な政治的自由化政策を打ち出し、対米関係
をはじめとする対外関係を大きく改善した。政治安全保障共同体形成に
向けたASEANの新動向としては、2011年5月のASEAN首脳会議が、多
国間協議におけるASEANとしての統一政策を策定するメカニズムの検討
を明らかにした点が挙げられる。

南シナ海をめぐる東南アジア諸国と中国の間の緊張は、2011年も続いた。
フィリピンは、3月にフィリピンの資源探査船が中国の監視船によって妨
害を受ける事案が発生した後、対中牽制を目的とした外交活動を活発化
させた。同国は南シナ海問題についてASEANでの多国間・2国間協力を
推進したほか、米国との安全保障協力の強化に動いた。ベトナムと中国
の関係は、5月に発生した中国の監視船による資源探査妨害事案を契機に、
再度緊張した。その後ベトナムは、米国との安全保障協力を慎重に進め
つつ、中国との緊張緩和にも動いた。ASEAN 議長国インドネシアは、
ASEAN関連会合において南シナ海問題を積極的に取り上げた。その成果
の一つとして、7月の中・ASEAN外相会議は「行動宣言履行のための指針」
を承認したほか、11月の中・ASEAN首脳会議において両者は、「行動規範」
策定の協議を開始することで合意した。

ASEANを中心とする安全保障に関する多国間枠組みにおいて、アジア
太平洋各国は人道支援・災害救援を軸に実質的な協力を強化している。
2011年の東南アジアの軍事動向として、装備調達面では、南シナ海問題
の再燃を背景としたフィリピンの積極的な調達が顕著であった。また軍事
演習においても、南シナ海問題との関連性を推測させる、米国とフィリピ
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ン、ベトナムとの2国間共同演習が行われた。これに対し、東南アジア・
中国間の安全保障協力強化の一側面として、タイ、シンガポールの先例に
加え、インドネシアと中国の間で初めての共同軍事演習（特殊部隊共同演
習）が実施された。

1 ASEAN の域内安全保障上の課題
（1）	プレアビヒア問題をめぐるタイ・カンボジア関係の曲折

タイとカンボジアの国境地帯にあるプレアビヒア寺院遺跡とその周辺
地域の帰属についての争いは、カンボジアによる同遺跡の世界遺産への
登録申請を契機として2008年に再燃し、以降、同問題をめぐって両国の
関係は悪化と改善を繰り返してきた。2010年後半には、両国首脳の歩み
寄りもあり、関係はいったん改善の兆しを見せていたが、2011年2月4日、
プレアビヒアに展開していた両国軍の間で戦闘が発生し、数日間の戦闘
で両国の兵士と住民に10人近い死者が出たほか、2万人以上の住民が避
難する事態となった。この衝突により、タイ・カンボジア関係は再度悪
化するに至った。

武力衝突の発生を受け、ASEANは直ちに仲介に乗り出した。2月5日
にASEANのスリン・ピッスワン事務総長は緊急声明を発表し、プレアビ
ヒアでの事態の悪化がASEANに対する信頼を低下させ、東南アジアの経
済、観光、投資に悪影響を与えるとの懸念を示した。そしてスリン事務
総長はタイとカンボジアに対し抑制と対話を求め、両国がASEANによる
仲介を受け入れるよう呼びかけた。議長国インドネシアも仲介に動き、
マルティ・ナタレガワ外相は7日にカンボジア、翌8日にタイの外相と協
議し、両外相に対して事態の沈静化のためにASEANの枠組みを活用する
よう促した。22日にはASEAN緊急外相会議がジャカルタで開催され、
タイ・カンボジア両国はインドネシアのオブザーバーを係争地域に受け
入れることに同意した。

しかしその後、オブザーバー派遣の議論は迷走した。背景には、プレ
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アビヒア問題の解決方法に関するタイ・カンボジア間での見解の相違があっ
た。問題の再燃以来、カンボジアは国際連合やASEANを介した多国間で
の解決を主張してきたのに対し、タイはカンボジアとの2国間交渉を主張
した。これは、タイ・カンボジア間の軍事力、経済力、東南アジア地域に
おける政治的影響力の差に起因しており、多国間枠組みによって問題を国
際化し、タイの直接の外交圧力を減殺しようとするカンボジアに対し、タ
イは問題の複雑化を懸念し、第三国・機関の介入を拒否してきた。

こうした背景を原因として、オブザーバー派遣に対するタイ政府の反
応は一貫性を欠くものとなった。ASEAN緊急外相会議におけるタイのオ
ブザーバー派遣への同意は、恐らく議長国インドネシアを中心とする
ASEAN加盟国のタイに対する説得によって至ったものと推測される。そ
の同意を受け、2月26日にはインドネシアの先遣隊が現地に派遣された
ものの、その後タイ側がカンボジアとの2国間協議に固執し、オブザーバー
受け入れに再度消極的になった。タイ政府の態度が再び変化したことは、
オブザーバー派遣に軍部が難色を示したことが原因といわれており、外
交交渉での結果がその後国防当局者の意向によって否定されるという、
外交・国防当局間の意思の不統一が露見する結果となった。4月7〜8日
にはインドネシアのボゴールにてタイ・カンボジア合同国境委員会の協
議が行われたが、さしたる成果を得ることなく、その後交渉は停滞した。
のみならず、4月22日以降5月初旬まで断続的に交戦が発生し、両国軍
の兵士に再度死傷者が出る事態となった。

インドネシアは、5月のASEAN首脳会議時に再び仲介を試みた。7日
の本会議はプレアビヒア問題を議題の一つに取り上げたが、その際タイ・
カンボジア両国首相はそれぞれの立場を一方的に主張し、議論は平行線
をたどった。翌8日にはインドネシア・タイ・カンボジアの3カ国による
首脳会談が行われ、両国はオブザーバーの派遣には同意したものの、派
遣に関する文書の調印の手続きをめぐって合意に至らなかった。こうし
てASEANの仲介による協議は進まず、その後､ カンボジアの申し立てに
より舞台は国際司法裁判所（ICJ）に移った。7月18日、ICJはプレアビ
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ヒア寺院遺跡とその周辺を暫定非武装地帯に設定し、タイ・カンボジア
両国部隊の即時撤退を命じる判決を言い渡した。

結局、プレアビヒアをめぐるタイ・カンボジア関係の膠着状態を打開
する突破口となったのは、タイの政権交代であった。タイの国内政治では、
2006年のクーデターで失脚したタクシン・シナワット元首相を支持する
タクシン派と、民主党を中心に王党派・軍が支持する反タクシン派の対
立が続いた。カンボジアのフン・セン首相は、タクシン政権時のタイと
経済分野を中心とした協力強化に成功し、かつタクシン元首相と個人的
に親密な関係にあった。こうしたことから、フン・セン政権は反タクシ
ン派である民主党のアピシット政権と反目し、プレアビヒア問題が再燃
する中、フン・セン首相はタクシン元首相を一時カンボジアの経済顧問
に任命し、これにアピシット政権が強く反発するなど、タイ国内政治の
対立がタイ・カンボジアの2国間関係にも強い影響を及ぼした。

そのため、7月の総選挙によってタイの民主党政権が親タクシン政権に
交代したことを契機として、両国関係は改善した。7月3日に行われた総
選挙でタクシン派のタイ貢献党が勝利し、8月にタクシン元首相の妹であ
るインラック・シナワットが首相に就任したことにより、2006年のクー
デター後3度目のタクシン派政権が誕生した。タクシン派政権の発足を受
け、カンボジア政府はタイの新外相・国防相のカンボジア訪問を呼びかけ、
プレアビヒアに展開していた部隊の一部を撤退させるなど、明確に態度
を軟化させた。タイ側もカンボジアとの関係改善に積極姿勢を見せ、9月
15日、インラック首相はカンボジアを訪問し、フン・セン首相と会談した。
会談の中で両国は、プレアビヒア問題につきICJの判決に従うことについ
て基本合意し、その後12月21日にプノンペンで行われた一般国境委員会
において、両国国防相はICJの判決に基づく部隊の撤退で合意した。今般
の合意に基づき、タイ・カンボジア両国軍が順調に撤退を果たすかが注
目される。特に、10月の洪水の対応に追われたタイ新政府が今後、プレ
アビヒア問題・対カンボジア関係において具体的な改善策を示し、実施
することができるかが、政府と国軍の関係構築の観点からも重要となる。
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タイ・カンボジア関係の緊張緩和とプレアビヒア問題の解決に向け、
ASEAN議長国インドネシアは積極的な仲介を試みたものの、オブザーバー
の派遣や停戦監視といった具体的な成果はいまだ出ていない。活発なシャ
トル外交の実施や、ASEAN首脳会談時をとらえ、2国間首脳会談を含む
タイ・カンボジア間の協議の機会を適宜提供したという意味ではASEAN
の役割は重要であったが、結局両国関係の改善は主としてタイ新政権の発
足とこれを受けたカンボジアの態度の軟化に起因するものであり、ASEAN
はその域内紛争仲介機能の有効性を積極的に実証する機会を逸した。

ASEAN政治安全保障共同体

ASEAN加盟国間の政治・安全保障協力を促進する「政治安全保障共同体」
は、加盟国が「平和で、公正、民主的かつ調和的な環境において互いに、そして世界
と共存していくことを可能にする」目的を持つ。ASEANが、まず「ASEAN安全保障
共同体」（ASC）形成に関する議論を公式に開始したのは、2003年の高級実務者会議
のことである。当初提案国インドネシアはASCの具体的行動として、対テロセンター
の設置や平和維持活動の共同訓練など非伝統的安全保障協力に関する野心的な提案を
行ったが、他の加盟国の同意を得ることはできなかった。2020年までにASEAN共同
体を形成することを謳った「第2バリ宣言」は、ASCを軍事同盟ではなく包括的安全
保障協力枠組みと規定し、東南アジア友好協力条約（TAC）に基づく紛争の平和的解
決を想定した。

その後ASCの具体化にあたる「行動計画」の策定作業が行われたが、ASEAN平和
維持軍の設立などインドネシアの野心的な提案はことごとく反対を受けた。結果とし
て、2004年11月に採択された「ビエンチャン行動計画」は、TACなど従来の安全保
障に関するASEANの原則を踏襲し、抽象的な項目を列挙する努力目標にとどまった。
さらに2007年の第12回ASEAN首脳会議はASCを、政治協力を包含する「ASEAN
政治安全保障共同体」（APSC）の概念に拡大し、その形成も5年前倒しの2015年ま
でに行われることを決議した。

その後「ASEAN政治安全保障共同体計画」が採択され、共同体の設立に向けた取
り組みが進められているものの、その具体化は途上にある。ただ、「行動計画」に基づ
き2006年よりASEAN国防相会議（ADMM）が毎年開催されるようになり、ASEAN
加盟国の国防相間の協力強化に向けた協議システムが確立したことは評価に値する。
さらに2010年より日本を含めたASEAN域外国8カ国（米国、豪州、韓国、インド、
ニュージーランド、中国およびロシア）を加えた拡大ASEAN国防相会議（ADMMプ
ラス）も始まり、アジア太平洋規模の新たな安全保障協力枠組みの創設に至った。

解説
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ASEANは2015年までに政治安全保障共同体を形成することを目指して
おり、ASEANという機構が加盟国間の紛争調停に有効に機能することは、
共同体の実質性を担保する重要な条件の一つである。しかしプレアビヒ
ア問題に関しては、ASEAN原加盟国の一つであるタイが、ASEANのオブ
ザーバーや停戦監視に難色を示したことは、実体ある安全保障共同体とし
てのASEANを形成することについて、ASEAN加盟国自身が慎重姿勢で
あることを示唆している。これは、タイがASEANの伝統的原則の一つで
ある「内政不干渉」に依然として強くこだわっていることも示している。
今後インドネシアのオブザーバーがプレアビヒアに実際に派遣され、そ
こで有効に機能するかが、ASEANの政治安全保障共同体形成について一
つの試金石となるであろう。

（2）	「民政移管」後のミャンマー——政治的自由の拡大は本物か？
2011年のミャンマーでは、同年3月に発足した「文民」新政権により政

治改革が進み、政治的自由が大きく拡大した。軍事政権が定めた「民主政
へのロードマップ」に基づき2010年11月に実施された総選挙の結果、軍
事政権の閣僚が中心となって設立した連邦連帯開発党（USDP）と総議席
数の4分の1を占める軍人枠の議員があわせて8割以上の議席を獲得し、
軍事政権は軍の実質的な影響力を保ったまま民政移管されることとなった。
2011年1月31日、国会が開会し、軍事政権のテイン・セイン首相が大統
領に選出された。3月30日には大統領を中心とする新政府が発足し、同時
に1997年以来軍事政権の最高意思決定機関であった国家平和開発評議会

（SPDC）は解散した。これにより組織上、軍事政権の時代は幕を下ろした。
議会の8割以上の議席をUSDPと軍人が占め、新しく発足した政府にも、

退役し、文民となった旧軍事政権メンバーが数多く含まれていたため、
当初、今回の「民政移管」は単なる形式的なものにすぎないとの懸念が
強く残った。ただ一方、少なくとも組織・機能上は軍と明確に分離され
た議会と政府が成立し、また与党USDPには元軍人のみならず経済人も
参加しているため、新政権が軍事政権時とは異なる柔軟な政策を、特に
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経済面で実施することが期待された。
実際、新政府は、軍事政権時の民主化運動の弾圧と人権抑圧の姿勢を

明確に転換し、政治面での自由を大胆に拡大する政策を次々と打ち出した。
第1に、政治犯の釈放である。政府は、5月の大統領恩赦に基づき7月末
までに政治犯を含む約2万人を釈放した。さらに、2008年憲法に基づき
市民の基本的人権を保護・促進することを目的として、2011年9月に政
府によって設立された「ミャンマー国家人権委員会」が同年10月10日、
テイン・セイン大統領に対して政治犯の釈放を進言する公開書簡を発表した。
これを受ける形で政府は、同月中旬に約200人の政治犯を含む6,000人以
上を釈放した。

第2に、新政府は民主化指導者アウン・サン・スー・チー氏と、彼女が
率いる国民民主連盟（NLD）との協力を表明した。政府は、地方遊説を
含むスー・チー氏の政治活動の再開を認めるとともに、アウン・チー労
働相がスー・チー氏と7月下旬から8月中旬にかけて2回の会談を行った
ほか、8月19日にはテイン・セイン大統領がスー・チー氏と会談し、政
府とNLDの協力について協議した。さらに政府は11月初めに政党登録法
を改正し、2010年同法に基づき解党処分となったNLDが、政党として再
登録することが可能になった。これを受け、スー・チー氏は12月下旬に
NLDの政党登録に関する最終手続きを終え、2012年4月に予定されてい
る連邦議会補選に立候補する意向を示した。

第3に、新政府は長年中央と対立関係にあった少数民族との和解の意思
を表明した。8月17日の演説でテイン・セイン大統領は、個々の少数民
族武装組織に対し和平交渉を呼びかけ、少数民族問題へ取り組む姿勢を
示した。その結果、9月6日に政府はワ州連合軍との間で停戦協定に調印
した。そして11月19〜20日に大統領特使と各武装組織の代表が北部タ
イにて一連の2者会談を行い、その後、シャン州南軍が12月に停戦協定
に調印した。特に北部のカチン独立組織との関係で注目すべき事例が、ミッ
ソンダム建設計画の見直しであった。同計画は2007年にミャンマーと中
国の間で結ばれた大規模ダム建設計画であり、両国のエネルギー公社が
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共同でダムを建設する計画であった。建設地に居住するカチン族から強
い反対を受けていたこの計画は、9月30日、テイン・セイン大統領によっ
て計画の停止が宣言された。このほか政府は、労働組合の結成を可能に
したほか、デモの一部容認、検閲の緩和、外国メディアに対する国会の
取材許可など、言論の自由を中心とする人権状況を大幅に改善する政策
を実施した。

民主化弾圧と人権抑圧は、軍事政権が国際的孤立に陥り、欧米からの
経済制裁を受けることになった最大の原因の一つであった。そのため、ミャ
ンマーにおける人権状況の改善へ向けた政策の実施は、欧米を中心とす
る対外関係の改善に密接に関連している。対米関係については、新政権
の発足後、ジョン・マケイン米国上院議員やデレク・ミッチェル米国政
府ミャンマー担当特別代表をはじめとする米国政府高官のミャンマー訪
問が相次いだほか、ミャンマーのワナ・マウン・ルイン外相は9月末にワ
シントンを訪問し、カート・キャンベル米国務次官補（東アジア・太平
洋問題担当）やミッチェル代表と会談した。そして12月初めにはヒラリー・
クリントン米国務長官が米国の外交トップとしては50年ぶりにミャンマー
を訪問し、テイン・セイン大統領やワナ・マウン・ルイン外相ら政府首
脳と会談し、全政治犯の釈放を含むさらなる政治改革を求めたほか、核
開発に関する北朝鮮との協力疑惑に対する懸念を表明した。会談後の記
者会見でクリントン国務長官は、改革の進展状況を見てミャンマーへの
制裁解除を検討することを明らか
にした。

ASEANとの関係では、ミャンマー
新政府は 2014 年の ASEAN 議長国
就任を関係国に打診した。ミャン
マーがASEAN議長国を務めること
に関しては、かつて2006年に議長
国の順番が回ってきた際、同国の
民主化・人権状況に批判的な欧米
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諸国に配慮したASEANの説得により、就任を断念した経緯がある。こう
した経緯を踏まえると、今回の立候補の目的は、民政移管によって成立
した新政府が議長国を務めることによって、ミャンマーの国際的な信認
を取り戻すことにあると考えられる。これに対し米国政府は当初、人権
状況に目立った改善の見られないミャンマーがASEAN議長国となること
に懸念を表明した。ASEANは、ミャンマーの意向に基本的には賛同しつ
つも、米国の懸念もあり、同国の議長国就任の可否について慎重に検討
した。同問題は5月8日のASEAN首脳会議で協議されたが、その結論は
持ち越しとなった。そして2011年11月のASEAN首脳会議での検討に資
するため、同年10月28〜30日にASEAN議長国インドネシアのナタレガ
ワ外相がミャンマーを訪問し、テイン・セイン大統領やスー・チー氏と
会談した。米・ミャンマー関係の改善を背景に、ミャンマーの民主化の
現況を視察した結果、ナタレガワ外相はその進展を評価し、同国の議長
国就任を認める方向性を示した。結果11月のASEAN首脳会議において、
ミャンマーの議長国就任が承認された。

ミャンマー新政府による政治的自由化の拡大は、大胆かつ迅速ともい
える、予想以上の質・量で進展しており、ここには元軍人で旧軍事政権
の首相を務めたものの、一方で清廉なプラグマティストとも評されるテ
イン・セイン大統領の強いイニシアティブを感じさせる。一方軍事政権
時の最高権力者であったタン・シュエ旧SPDC議長は政治から完全に引退
したと伝えられており、実際に新政権の政治的自由化を阻む方向での影
響力を行使した様子は、これまでのところ見られない。当初はその成立
の経緯から、軍事政権の「民政移管」は単なる形式的なものに過ぎない
のではないかとの疑いの目が向けられていたが、大きく進展する自由化を
前に、「疑い」は「期待」へと変化した。そのため、ミャンマー新政権は
ASEAN議長国への就任という目的を達成し、欧米との関係改善を背景に、
経済制裁の解除も視野に入ってきた。

その意味で新政権の政治的自由化は、民主化勢力や少数民族との対立、
国際的な孤立による経済の低迷などの深刻な問題から脱却する必要性と
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いう内在的な原因に基づいているものの、ASEAN議長国への就任や欧米
の経済制裁解除を目的として、国際社会に対し新政府による「民主化の
進展」を演出する意味合いも強い。それ故新政権が実際に軍の政治的影
響力を減じる方向での多元的な民主主義を導入する見通しは、今後改革
が進むにつれ軍の守旧派の抵抗も想定されるだけに、不透明な部分が依
然として残る。国際イメージの改善策として、従前の反体制派・民主化
推進派との対話は継続されるであろうが、それはあくまでもスー・チー
氏ら有力な民主化運動家が議会におけるUSDPの圧倒的優位を侵食する
ことがない範囲で、注意深く実施されるであろう。実際、2011年の総選
挙によりUSDP・軍併せて8割以上の議席を獲得しており、その優位性は
NLDが補選で議席を獲得しても揺らぐことはない。こうした点で、今後
中期的にNLDら民主化勢力が議会において勢力を伸張し、USDPの優位
性を侵食する状態に達することがあれば、そのときにミャンマー「文民」
政府の民主化政策の本質が明らかとなるであろう。

ただミャンマー新政府の動きに対して現時点で国際社会のとるべき方
策は、単に名目的な民政移管であるとしても、ミャンマーの政治に実質
的な変化をもたらす可能性を積極的にとらえ、新政府との対話、そして
時には説得を行うことである。その際ミャンマー社会の内部からの変化
を促すため、民間経済の活性化を目的とした経済援助を再開することも
視野に入る。この意味で、対ミャンマー政府開発援助再開を決定した日
本は今後重要な役割を果たすことが期待される。

対外政策面において軍事政権から継続的な傾向は、対中関係の重視で
ある。テイン・セイン大統領が就任後最初の外遊先としたのは、やはり
中国であった。テイン・セイン大統領は5月26〜28日に訪中し、賈慶林・
全国人民政治協商会議主席、温家宝国務院総理、胡錦濤国家主席と会談
した。胡錦濤国家主席との会談でテイン・セイン大統領は、中国との関
係はミャンマーにとり最も緊密かつ重要な外交関係であると形容し、
2014年のミャンマーASEAN議長国就任に対する中国の支持を要請し、ミャ
ンマーが中国の影響力を背景にASEAN内での政治的立場を強化する姿勢
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を示した。対中関係重視の一方で、これも軍事政権からの継続的な傾向
といえるが、インドとの関係維持・強化もミャンマー新政権の外交政策
の優先事項となっている。2011年10月中旬のテイン・セイン大統領の
訪印は、中印間のバランスをとるミャンマーの対外政策の基本方針が堅
持されていることを示唆している。

ただミャンマー新政府は、中国との関係を重視する姿勢を継続する一方、
同国に対する依存度を引き下げようとする態度を見せている。その「自
律性」が注目されたのが先述のミッソンダム計画の停止である。中国にとっ
てのミャンマーの戦略的重要性の一つは、雲南省をはじめとする中国南
西部へのエネルギー供給元と輸送経路の確保にある。それを目的とするミッ
ソンダム計画をミャンマーが停止したことは、対中関係の冷却化という
リスクに対し、少数民族との融和を優先したことを意味し、新政権の政
策の優先順位が変化したことを示すものである。こうした変化は、ミャ
ンマーと欧米、日本との関係が改善し、経済を中心とする協力関係が活
発化することが期待されるというミャンマー外交の多元化によって可能
となったと考えられる。ただ依然として対中関係がミャンマーにとって
最も重要な2国間関係であり、こうした変化は、あくまでも中国に対する
依存度の軽減にとどまっている。

（3）	EUを目指すASEAN？——共通対外政策の検討
東南アジアのリーダー的存在であるインドネシアは、2003年にASEAN

議長国を務めた際、1997年のアジア経済危機以降停滞していたASEANの
再生を期し、「ASEAN共同体構想」に基づく「再起・発展するASEAN」の
イメージを国際社会に印象付けることに成功した。2011年に再び議長国
となったインドネシアは、リーダー国としての矜持もあり、プレアビヒ
ア問題やミャンマーの民主化、そして後述の南シナ海をめぐる領有権問
題といったASEAN域内の諸問題の解決に向け、ASEAN諸会合を中心に
積極的な外交活動を行った。同時にインドネシアは、「発展・統合する
ASEAN」の実現に向け、ASEAN諸会合において政策の新機軸を相次い
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で打ち出した。
ASEANは、2015年までに政治安全保障共同体、経済共同体、社会文

化共同体の3本柱からなる「ASEAN共同体」を設立する目標を掲げている。
共同体の形成を背景に、その実質性を高める目的で、ASEAN加盟各国は、
災害救援、海上安全保障、平和維持活動といった非伝統的安全保障問題
につき、ASEANとしての共通政策を策定するメカニズムを確立すること
で合意した。2011年5月8日のASEAN首脳会議において公表された「グ
ローバルな国際社会におけるASEAN共同体に関するASEAN首脳の共同
宣言」は、ASEAN加盟国首脳が、2022年までに国際社会における共通
の行動基準を確立するよう努めることで合意した。その特徴を例示すると、
グローバルな問題につき、国連などの多国間協議においてASEANの立場
を強化する共通政策を策定することであり、またこうした問題に対する
ASEANの対応能力を高めることである。これに関連して同会議は、共同
訓練の実施や情報共有を目的とした、ASEAN各国の平和維持活動センター
のネットワークを形成することにも合意した。2011年11月のASEAN首
脳会議においては、5月の首脳会議での議論に基づき、2022年までの共
通の行動基準の確立を謳う「第3バリ宣言」が発表された。同宣言の内容
は5月の共同宣言とほぼ同内容であり、11月の段階では行動基準の確立
に向けた具体的な道程はいまだ明らかになっていない。ただインドネシアの
スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領は首脳会議後の記者会見にて、行動基
準の確立はASEAN共同体形成に向けた「具体的な取り組み」によって
ASEANという地域機構の実質性が強化されることによって果たされると
の見解を示し、ASEANの一体性強化に向け加盟各国が協力する必要性を
強調した。

東ティモールのASEAN加盟問題も、「拡大するASEAN」の最終段階と
して「発展・統合するASEAN」の文脈での理解が適切であろう。同国は
2011年3月にASEAN加盟を正式に申請し、議長国インドネシアは同国
の加盟を積極的に支援する意向を示した。そして5月のASEAN首脳会議
で同問題が討議されたが、結論は持ち越しとなった。報道によると、シン
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ガポールなどいくつかの加盟国は、東ティモールの加盟によって2015年
までの経済共同体形成を軸とするASEANの経済統合が遅れかねない、ま
た、同国の政治・行政システムは整備途上のため、毎年1,000 以上行わ
れるASEAN関連会合に対応できないとの理由から、同国の加盟に難色を
示した。中長期的には東ティモールのASEAN加盟は果たされるであろう
が、2011年11月のASEAN首脳会議の段階で、すべての加盟国の同意を
得ることはなかった。

2 南シナ海問題への ASEAN の対応——東南アジアの戦略環境と米中との関係
（1）	フィリピンの動向——積極的な対米接近と対中牽制

近年、ASEAN諸国と中国の間で南シナ海における領有権問題が再燃し
ているが、2011年も同海域をめぐり散発的な緊張状態が生じ、ASEAN
の当事国による対中牽制の動きが強まった。当事国の一つであるフィリ
ピンは、南シナ海における自国の実効支配域の防衛を主たる目的として、
多面的な外交活動を活発化させた。これは、3月2日に南沙諸島近海でフィ
リピンの石油探査船が中国公船に妨害を受けた事案を直接の契機として
いた。まず単独の行動として、フィリピン政府は事案発生直後に中国政
府に対して正式に抗議したほか、4月5日、南シナ海のほぼ全域に中国の
領有権が及ぶとする同国の主張に関し、国連に対する異議申し立てを行っ
た。さらに、フィリピン政府は6月以降、南シナ海のうち自らの領有権が及
ぶとする海域を「西フィリピン海」と呼称し、公式発表に用いるようになった。

今回のフィリピンの対応は、1990年代に激化した南シナ海の領有権争
いに際し、同国がとった行動に類似している。1995年2月、フィリピン
が領有権を主張していた南沙諸島のミスチーフ環礁が中国に占拠される事
案が発生した後、フィリピンは南シナ海に関する中国との協議でASEAN
として統一的な行動をとるよう加盟国に積極的な働きかけを行う一方、南
シナ海で関係国の行動を法的に拘束する「行動規範」の策定を提案した。
今回の対応では、1990年代と同様、フィリピンはASEAN各国との協力
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を強化し、「行動規範」の採択に向けたASEANの統一行動を強く訴えた。
2011年3月中旬、ベニグノ・アキノ大統領はインドネシアとシンガポー
ルを訪問し、両国首脳と南シナ海問題について協議したほか、両国訪問に
先立ってASEAN加盟国による南シナ海共同開発の可能性に言及した。ま
た5月上旬のASEAN首脳会議に先立ち、フィリピン外務省はアキノ大統
領が同会議において、2002年の「南シナ海の関係国の行動に関する宣言」

（以下「行動宣言」）の着実かつ完全な履行を訴える旨表明した。
また、フィリピンは、南シナ海の領有権問題にかかわる東南アジアの

主要当事国の一つであるベトナムとの2国間協力を強化する姿勢を示して
いる。4月5日、フィリピンのアルバート・デル・ロサリオ外相がベトナ
ムを訪問した際、両国は同問題に関し、関係国による平和的協議の必要
性で一致した。5月のASEAN首脳会合時にもアキノ大統領がベトナムの
グエン・タン・ズン首相と非公式2国間会談を行い、南シナ海の領有権を

図4-1　南シナ海の領有権問題と周辺の関係国・地域
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めぐる緊張の緩和について協議した。さらに、10月26〜28日にベトナ
ムのチュオン・タン・サン国家主席がフィリピンを訪問し、アキノ大統
領と会談した。サン国家主席の訪比に際して両国は、両国海軍間の協力
と情報共有に関する覚書に調印したほか、ベトナム海上警察とフィリピ
ン沿岸警備隊間のホットラインの設置で合意した。

対中牽制を目的として米国との安全保障協力を強化する傾向が顕著であっ
たことも、1990年代との類似点である。2011年3月の中国による妨害事
案の発生後、デル・ロサリオ外相はクリントン米国務長官と電話会談を
行い、両者はアジア太平洋地域における海上安全保障の必要性を強調し、
法的拘束力のある南シナ海における地域行動規範の締結に向けた協力で
合意した。そして6月23日に米比両国外相はワシントンで会談を行い、
会談後の記者会見においてクリントン国務長官は、米国の米比相互防衛
条約の履行を確認すると同時に、「南シナ海」という具体的言及はなかっ
たものの、フィリピンの防衛に対する米国の関与を強調した。これに対
しデル・ロサリオ外相は、同条約の履行に関する米国の関与につき、ク
リントン国務長官からコミットメントを得た旨明言し、南シナ海におけ
る航行の自由の保証に米国が継続的な関心を示していることを歓迎した。
11月16日にはクリントン国務長官が訪比して米比外相会談が行われ、こ
の際、クリントン国務長官は米比相互防衛条約へ言及し、フィリピンの
領海防衛能力の強化に対する米国の支援を明言した。また11月の東アジ
ア首脳会議に先立って行われた米比首脳会談において、バラク・オバマ
大統領は南シナ海問題の平和的解決を再確認する姿勢を維持した。こう
した米国の関与姿勢に対し、フィリピンはより積極的かつ具体的な米国
の関与を促そうとしている。その一つがフィリピンによる同海域の「平和・
自由・友好・協力地帯」化の提案であり、これは南シナ海を係争域と非
係争域に区別し、非係争域での共同開発を提案する考え方である。フィ
リピンは、同概念の提起により係争域における米国の関与を促すことを
目的としているとの観測を一部に引き起こした。またフィリピン議会では、
フィリピンに対する第三国からの攻撃が生じた際、迅速かつ自動的に米
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国から支援を受けることを可能にするよう、米比相互防衛条約を改正す
べきとの議論が起こっている。さらにフィリピンは、海上安全保障にお
ける日本との協力姿勢も明確にしている。アキノ大統領は9月末に訪日し、

「南シナ海における関係国の行動に関する宣言」と「行動規範」

「南シナ海における関係国の行動に関する宣言」は、2002年11月にプノンペ
ンで開催された中・ASEAN首脳会議において調印された政治宣言であり、南シナ海
の領有権をめぐる関係国間の緊張緩和を目的として、その行動基準を確認した文書であ
る。当該文書がASEANと中国との間で調印された背景には、1990年代前半の南シナ海、
特に南沙諸島をめぐる中国とASEAN、特にフィリピンとの対立があった。ASEANは
当初、法的拘束力のある「行動規範」をASEANと中国の間で締結することにより、
中国と東南アジアの当事国との対立を制御することを目指した。

フィリピンの提案に基づき、1996年7月のASEAN外相会議は、行動規範の策定を
中国に対し提案することで合意した。まずはASEAN内での草案作成段階として、フィ
リピンとベトナムがそれぞれ原案を作成したが、その際、行動規範の及ぶ範囲（南沙
のみならず西沙も含むか）、当該海域の島嶼、環礁、砂州の現状以上の占拠を禁止す
るか否か、そして行動規範の法的性格（法的文書としての条約か法的拘束力を持たな
い政治文書か）についてASEAN内でも意見調整が難航した。これに対し1999年11月、
中国は独自の規範案をASEANに提示したが、その内容は、2国間交渉による問題の
解決、主権問題を棚上げした海域の共同開発、領有権を主張しない域外国（特に米国）
の関与の排除といった、中国の主張を反映するものであった。その後3年以上にわた
る交渉の末、「行動規範」を「行動宣言」として法的拘束力を有しない形式にするこ
とをマレーシアが提案し、中国側の了承を取り付けたほか、島嶼などの追加的占拠の
禁止に関する条項の挿入を主張したフィリピンは、それを「有人島化の禁止」とする
ことで妥協した。

調印された行動宣言は10条からなる簡潔なもので、南シナ海の関係国は問題を平
和的に解決し、問題の複雑化を回避するために自制すべきとしている。その中で特に、

（1）  関係各国は、国連海洋法、東南アジア友好協力条約他の目的と原則に同意する。（第1条）
（2） 南シナ海における航行と上空飛行の自由を保障する。（第3条）
（3）  関係国は武力による威嚇や行使によらず、平和的手段で領有権問題を解決する。（第4条）
（4）  関係国は状況の悪化を防ぐべく、特に無人の島嶼を有人化しないよう自制する。（第5条）
（5）  海洋環境保護、海洋科学調査、捜索・救難活動、国境を越える犯罪対策といった

分野における協力を推進する。（第6条）
（6） 行動規範の採択へ向けて協力する。（第10条）
といった点が特色となっている。

解説
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その際出された共同宣言において両国は、海上幕僚長とフィリピン海軍
司令官の相互訪問の実施、海上自衛隊艦隊のフィリピンへの寄港、海上
自衛隊とフィリピン海軍の幕僚協議の実施、そして海上保安庁とフィリ
ピン沿岸警備隊間の協力・連携強化で一致した。

このように、フィリピンの南シナ海政策は、米国との協力強化を背景
にした対中牽制の傾向が強く表れている。もっともフィリピンとしても、
中国とASEANの経済関係が自由貿易協定を軸に大きく拡大している事実
に鑑み、南シナ海問題のみを原因として中国との関係を大きく損なう事
態は回避しようとしているのが実情である。そのためフィリピン政府は
中国との2国間関係の安定にも配慮しており、2011年7月、デル・ロサ
リオ外相が訪中し、南シナ海問題に関する2国間協議を行ったほか、8月
下旬にはアキノ大統領が訪中し、両国は同問題の平和的解決で合意した。

（2）	ベトナムの動向——慎重な対米接近と対中牽制
2010年に引き続き、南シナ海をめぐってベトナム・中国間に緊張状態

が生じた。直接の契機は、2011年5月26日、ベトナム中部沖合120カイ
リの海域で活動中のベトナムの資源探査船が、中国国家海洋局海監総隊
の監視船に妨害を受け、調査用のケーブルを切断される事案が発生した
ことである。同月29日にベトナム外務省は臨時記者会見を行い、「ベト
ナムの排他的経済水域（EEZ）内での中国の妨害行為を、ベトナムの主
権を侵害するもの」として強く非難した。ほかにも、南シナ海で操業す
るベトナム漁船に対する中国の妨害が続き、中国海軍艦艇によるベトナ
ム漁船への発砲事件も発生した。

妨害事案の発生を受け、ベトナム人民軍も従来に比べ強い調子での対
中批判を行った。6月3〜5日に行われた第10回アジア安全保障会議（シャ
ングリラ会合）の演説において、フン・クアン・タイン国防相は中国に
よる妨害事案に言及し、同事案は「南シナ海における平和と安定の維持
に深刻な懸念をもたらす」として、同様の事案が再度発生しないよう期
待することを強調した。このくだりは具体的に「中国」と国名を明らか
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にすることはなく、また同じ演説内で、タイン国防相はベトナムと中国
の海軍間の協力実績に言及するなど、中国への配慮をにじませている。
しかし演説に続く質疑応答にて、タイン国防相は、今度は「中国」と明
言しつつ、南シナ海で近年発生している事案につき「中国は行動宣言に
違反しており、ベトナムやその他の国々の懸念を増大させている」と批
判した。また同月13日、ベトナム海軍は同国中部沖で実弾演習を実施した。
ベトナム人民軍機関紙『クアンドイ・ニャンザン』は演習について「海域、
島嶼、大陸棚の主権を確実に防衛するため」実施したことを強調し、南
シナ海問題との関連性を示唆した。

南シナ海における領有権問題をめぐり中越関係の緊張状態が再度生じ
たことを背景として、ベトナムの対米接近の動きが見られた。ベトナム
は南シナ海問題をめぐり、米国との関係強化にも一歩踏み出す姿勢を示
した。6月17日に行われた外務次官級の米越政治安全保障対話において、
両国は南シナ海問題についても協議し、会議後に共同声明を発表した。
声明の南シナ海部分は中国を名指しすることはなく「両国は南シナ海に
おける平和、安定、安全と航行の自由を維持することは国際社会の共通
の利益に属するものであり、南シナ海におけるすべての領有権問題は武
力による威嚇、武力の行使ではなく協調的な外交プロセスを通じて解決
されるべきであることを確認した」と抑制的な文体をとったものの、同
声明の最終部分は「米国は（南シナ海における）最近の事案は地域内の
平和と安定をもたらすものではない」ことを再確認するとし、ベトナム・
中国間で生じた摩擦に米国が関心を持つ姿勢を明らかにした。

だが、相対的にベトナムの対米接近が顕著となってはいるものの、ベ
トナムが明白な対米接近によって中国と対立姿勢を明らかにするようになっ
たか、という点については、依然として留保が必要である。ベトナムの
対中配慮の背景には、経済を中心とする中・ASEAN関係の進展があり、
またそこには歴史的に中国の強い影響下にあったベトナム固有の要因も
作用している。実際、南シナ海が緊張化する中にあっても、ベトナム・
中国間の安全保障協力の実績は積み重ねられた。6月21日、ベトナム海
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軍の警備艇2隻が広東省湛江を訪問し、その後中国海軍との間でトンキン
湾の合同巡視を実施した。これを報じた『クアンドイ・ニャンザン』は、
南シナ海問題につき「平静さを保ち、地域の安定化に資するべき」とい
う中国側の発言を紹介している。

またベトナムは要人往来を重ね、中国との2国間対話も頻繁に行っている。
6月25日、ベトナムのホー・スアン・ソン外務次官が訪中し、楊潔 外交
部長、戴秉国国務委員と会談を行った。会談にて両国は、南シナ海問題の
平和的解決と、両国間の海上国境問題の解決に関する指針の早期妥結で合
意した。また8月末にグエン・チー・ヴィン国防次官が訪中し、中国との
間で国防当局間のホットライン開設で合意したほか、9月初旬には戴秉国
国務委員が訪越し、南シナ海問題の平和的解決で両国が合意した。そして
10月11〜15日にはベトナム共産党のグエン・フー・チョン書記長が訪中し、
両国は海上国境問題解決の基本原則に関する協定の締結に至った。ベトナ
ムは、時に対米シフトの細かな動きを見せつつも、同時に中国との関係安
定化にも目を配り、米中の均衡における事態の沈静化を追求している。

この点、ベトナム国内の反中ナショナリズムの動向にも注意を払う必要
がある。2007年にも南シナ海をめぐりベトナム国内で反中デモが発生し
たが、当時は当局の取り締まりによってデモの拡大は阻止された。しか
し今回は、2011年6月初旬から8月下旬にかけての計11回、首都ハノイ
で反中デモが行われた。デモに対する当局の対応は二転三転し、最初の4
回については黙認し、次の3回は強制的にデモを解散させたが、その次の3
回は再度黙認の姿勢をとり、8月最後のデモは再度強制的に解散させた。
その後11月27日に再度市民ら約30人がデモ行進を試みたが、これも当
局によって解散させられた。反中デモについては、これを取り締まるよ
う中国政府からベトナム政府に対して働きかけが行われたことが推測さ
れる。これに対しベトナム当局は、中国からの圧力をかわしつつ、一般
市民の反中感情を過度に抑圧し、それが当局・政権批判につながること
がないよう均衡をとる方策をとったと考えられる。

今後、ベトナムの南シナ海問題への対応としては、相互防衛条約に基
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づく米国の関与を積極的に求めるフィリピンに比して、慎重な対米接近
と強い対中配慮に基づく政策が継続すると考えられる。加えてベトナムは、
米中との関係のバランスをとった上、域外関係をいっそう多様化し、自
国に対する中国の影響を相対的に減ずることを試みるであろう。その意
味で、ベトナムのインドへの接近が注目される。9月14日にはインドのシャ
シ・カント・シャルマ国防次官が訪越し、第6回越印国防次官級戦略国防
対話が行われ、翌15日から17日にかけてはS.M.クリシュナ外相がベトナ
ムを公式訪問した。クリシュナ外相はベトナムのファム・ビン・ミン外相と
2国間会談を行い、南シナ海問題に関して両国は、同海域における航行の
自由、国連海洋法と行動宣言に基づく紛争の平和的解決で合意した。ま
た同会談においてクリシュナ外相は、インド石油・天然ガス公社と越石
油公社による南シナ海の共同開発計画を、中国の強い反対にもかかわら
ず実施する意向をミン外相に伝えたと報道されている。

さらに、チョン書記長の訪中とほぼ同時期である10月11〜13日に、サ
ン国家主席が訪印した。同主席訪印に際して出された共同宣言において、
両国は南シナ海問題の平和的解決に言及する一方、同海域における共同
開発の覚書の締結を確認した。またサン国家主席の訪印にはヴィン国防
次官も同行し、インドのシャルマ国防次官と会談を行った。会談におい
て両国は、越印の国防当局間の協力を促進することで合意した。現状で
インドの南シナ海への関与はベトナムとの2国間関係に基づき、かつ経済
面での開発協力であり、領有権問題へのかかわりとは明確に一線を画し
ている。しかしインドと東南アジアの関係が深化する中、そしてインド洋、
マラッカ海峡、南シナ海を含む海上安全保障に対するインドの戦略的利
益が高まる中、今後安全保障の観点から、そして地域における印中バラ
ンスの視点から、インドの南シナ海への関与がどの程度拡大するかが注
目される。

（3）	ASEAN議長国インドネシアとASEAN関連会合
2011年のASEAN議長国を務めたインドネシアは、前議長国ベトナム
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同様、南シナ海問題をASEAN関連会合の議題に載せ、域外国を含む多国
間対話枠組みにおける問題の解決を目指した。インドネシアのこうした
対応は、1990年代に南シナ海がASEANの重要な安全保障問題として浮
上して以来、トラック2の対話による中国との信頼醸成、また2002年に
採択された行動宣言をめぐるASEANと中国の交渉などを通じ、現在まで
一貫した政策となっている。2011年3月9日、フィリピンのアキノ大統
領との会談後の共同記者会見においてユドヨノ大統領は、同年10月開催
予定の東アジア首脳会議にて南シナ海問題を議題として取り上げること
を明言した。

これに対し中国は、南シナ海問題をあくまで中国とASEAN各当事国の
2国間の問題とみなし、ASEANの一枚岩化を阻止するかのような外交攻
勢をかけた。5月のASEAN首脳会議直前の4月末、温家宝総理はマレー
シアとインドネシアを訪問した。温家宝総理は両国訪問直前の4月25日、
マレーシアの主要紙『スター』のインタビューで、領土問題はすぐれて
2国間の問題であり、多国間枠組みにおいて2国間の問題を扱うことに反
対する姿勢を示した。

こうした中国の姿勢を背景に、実際、5月7〜8日にジャカルタで開催
された第18回ASEAN首脳会議の議長声明は、南シナ海問題への言及部
分に関して興味深い過程をたどった。8日に発表された声明には同問題に
関して「2国間あるいは関係国間で扱われることが最良である」との表現
が盛り込まれ、あたかも中国の主張に沿ったかのような文言が盛り込ま
れた。この表現は第17回会議の議長声明にはなかったものであり、また
報道によると、今回の会議前に作成された議長声明最終草案にもこうし
た表現はなく、会議中を含め最終草案作成後のどこかの時点で急きょ追
加されたもようである。しかしその後11日になると、上記表現が削除され、

「ASEANと中国の両者が一層努力する」という表現に改められた最終版が、
ASEAN事務局のウェブサイトに掲載された。この変更は、「2国間の解決」
という表現にベトナムが反対したためと報じられている。

もしこうした報道内容が事実とすると、温家宝総理がインドネシアを
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訪問した際、ASEAN首脳会議の議長声明に中国の主張を反映するよう働
きかけがあり、インドネシアは一度中国の主張を受け入れたものの、そ
の後ベトナムをはじめとする2国間協議での解決を望まない国々の反対が
あり、再度表現を戻した、という顛末が推測される。

足並みがそろわない状況を推測させつつも、ASEANは総論として引き
続き南シナ海問題の中・ASEAN間での平和的解決を模索する姿勢を示す
ことには成功している。2011年5月19日に行われた第5回ASEAN国防相
会議（ADMM）は再度南シナ海問題を討議するとともに、同会議の共同
宣言は行動宣言の着実な実施と「行動規範」の採択へ向けて努力するこ
とを言明した。今後は、ASEANとして中国との実際の交渉において、特
に中国に譲歩を求める場面でASEANとしての統一的な立場を保持し、そ
れを集団的外交力に転化できるかが問題となる。

7月に行われた一連のASEAN関連会合において、ASEANと中国は南
シナ海問題の解決に向け、一定の合意に達した。7月20日、中・ASEAN
高級実務者会議は「行動宣言履行のための指針」（以下「指針」）で合意
した。指針は行動宣言にある協力活動の具体化であり、「協力活動」につ 
き、関係国すべての合意が必要であること、必要に応じて専門家の意見
を聞くこと、活動の進捗状況を年1回、中・ASEAN外相会議で報告する
ことといった新たな規定が設けられた。もっとも指針は「行動規範の実現」
を明記したものの、具体的道程は示されず、また中国の反対により指針に
は「多国間協議」の文言は盛り込まれなかった。翌21日、中・ASEAN外
相会議で関係国は指針に正式に合意した。

行動宣言の履行に関する指針に関してASEANと中国の間で合意に至っ
たことにつき、中越両政府高官、スリンASEAN事務総長、インドネシア
外相らから評価する声が上がった。これに対し、フィリピン外相は「指
針の内容は不十分」「行動規範がいつ策定されるか不透明」であると不満
を表明した。指針の採択を評価する側の思惑としては、例えば中国は南
シナ海問題をめぐるASEAN諸国との緊張が緩和したことを国際社会に示
し、同問題は中国とASEANの間で解決可能として米国の関与を排除する
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好機ととらえたとの解釈が可能である。ベトナムの反応は、こうした政
治的言質を取り付けることによって中国の強硬姿勢をある程度抑制する
ことが可能であり、かつ中・ASEAN協議の進展を背景として中越2国間
関係の緊張緩和に資すると考えたものと思われる。ASEAN 事務局と
ASEAN議長国については、指針の合意を南シナ海問題の解決に向けた中・
ASEAN協議の進展の成果として国際社会にアピールすることが目的であっ
たと考えられる。

これに対し、フィリピン側の見解に基づいた場合、行動宣言にある協
力活動にのみ言及する指針の内容は、南シナ海における攻撃的・拡張主
義的動きが関係国間の軍事衝突に至ることを防止するための、法的拘束
力ある行動規範の基盤とするには極めて不十分である。特に紛争防止の（時
に強制力を伴う）メカニズムに関する議論が行われなかった点で、指針
の策定を、南シナ海問題の平和的解決に向けた成果として高く評価する
ことは困難であった。

指針の合意という既成事実は、中・ASEAN間の当面の政治的妥協とし
ては一定の演出効果を持ったであろうが、ASEANの目指す具体的な行動
規範の策定までの道程は、この段階ではいまだ不透明であると評価せざ
るを得ない。実際、中国は「多国間協議」の表現が指針に使われること
に最後まで難色を示し、行動規範に至ってはその議論を回避したという。
中国が国力を増し、ASEANに対する影響力を拡大する中、中国側には南
シナ海問題について譲歩をする動機に乏しい。そのため南シナ海をめぐ
る状況は依然として不安定であり、中国の動向如何によっては散発的な
緊張が生じる可能性は常に存在する。9月24日の国連総会時の非公式会
談において、ASEAN加盟国外相は「行動規範」の草案策定を議論する実
務者会合の設立で合意したが、規範の策定につき中国との協議の場を設
定し、その内容につき中国と最終合意に至るまでは、さらに多くの外交
的困難が予想される。その後11月の中・ASEAN首脳会議において温家
宝総理は ｢行動規範｣ の策定について討議の開始を容認する姿勢を示し、
ASEAN側に一定度譲歩する姿勢を示した。ただ最終的に中国とASEAN
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の間で行動規範を策定するという合意は2002年の行動宣言にも、また
2011年7月の指針にも明記されている。その意味で、「規範の討議の開始
に同意する」と中国が言明することは、従来の規範策定の先延ばしに明
確に終止符を打つものか、あるいは実際には議論の開始から内容の確定
まで期限を区切らない点で単なる先延ばしの言い換えにすぎないのか、
区別は困難である。そのため、ASEANが中国から今回言質を取ったとは
いえるものの、南シナ海問題が ｢行動規範｣ の採択に向け動き始めたと
結論付けるには、より実質的な進展を見ることが必要である。またその際、
今回の東アジア首脳会議で米国など域外国の関与をはじめとして、多国
間協議組みにおける中国への働きかけを続けることも重要となる。

南シナ海問題について、同海域の領有権を主張しておらず、かつ中国
との2国間関係が深まっているASEAN加盟国は、中国側の主張に理解を
示すことが十分に考えられる。実際、ミャンマーのテイン・セイン大統

「行動宣言」履行のための指針

「行動宣言」はASEAN加盟国と中国の間で調印された画期的文書であるこ
とを改めて確認し、平和、安定と相互信頼を促進し、南シナ海における紛争の平和的
解決を確かなものにする関係国の集団的な関与を具体化し、「行動宣言」の完全かつ
実効的な履行は「平和と繁栄のための中・ASEAN戦略的パートナーシップ」の深化
に資することをも認識しつつ、下記の指針は「行動宣言」にある協力活動、手段、プ
ロジェクトの履行の手引きとなる。
1 「行動宣言」の履行は宣言の各条項に沿った漸進的なアプローチで実施される。
2 宣言関係国は宣言の精神に則り、対話と協議を促進し続ける。
3 宣言にある活動あるいはプロジェクトの履行は明確に規定される。
4 そうした活動やプロジェクトへの参加は任意を基本とする。
5 宣言の範囲内において実施される初期の活動は信頼醸成手段である。
6  宣言の具体的な手段ないしは活動を実施する決定は関係者間の合意に基づき、行

動規範の最終的な実現につながるものである。
7  宣言のもと合意されたプロジェクトの実施に際し、必要であれば当該プロジェク

トに関する特定の助言を与える目的で専門家の知見が求められる。
8  宣言のもとで合意された活動とプロジェクトの実施状況は年次の中・ASEAN外

相会合に報告される。
（出所）インドネシア外務省ウェブサイトより作成。

資料
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領は2011年5月の訪中の際、南シナ海問題に関する中国の立場を支持す
る旨明言し、11月の東アジア首脳会議において、カンボジアとミャンマー
は南シナ海問題への言及を避けた。また2010年のASEAN関連会合にお
いて、南シナ海問題での中国の立場に理解を示す姿勢をとったタイの動
向もあり、こうした点からも、その他の問題と同様、南シナ海問題をめぐっ
てもASEAN加盟国の主張は一様ではなく、ASEANとして統一的な立場
を維持して中国との具体的な交渉を行う前提条件を形成することは容易
ではない。2012年のASEAN議長国はカンボジアとなるため、同国が中
国へ配慮し、ASEAN関連会合における南シナ海問題の議論が低調になる
可能性がある。

3 多国間枠組みによる非伝統的安全保障協力の進展——人道支援・災害救援を中心に
東南アジアにおいては、南シナ海問題といった伝統的安全保障問題が

再燃する一方、近年、人道支援・災害救援を軸にASEANと域外国間の安
全保障協力が進展している。特に、ASEAN地域フォーラム（ARF）が災
害救援に関する共同演習の実績を積み重ねている。2010年にフィリピン
で行われた第1回演習に続き、2011年3月15〜19日に、ARFの第2回災
害救援実動演習（DiREx）が日本とインドネシアの共催で実施された。同
演習はスラウェシ島のマナドで行われ、大地震と津波によって大きな被
害が発生し、インドネシア大統領がARF各国に支援を要請するという想
定の下、実施された。同演習には、東日本大震災の直後であったものの
日本からは外務省を中心に約40人が参加し、主催国である日本とインド
ネシアのほか、ASEAN諸国、米、中、豪、韓、印などアジア太平洋地域
の主要国が軒並み参加した。参加国は、上記想定に基づき捜索・救難に
関する実動・机上演習を実施したほか、医療・復旧活動を含む社会市民
活動を併せて行った。

また2010に年発足した拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）も、
その活動を活発化させている。2010年10月に行われた第1回ADMMプ
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ラスでは、拡大ASEAN国防相会議高級事務レベル会合（ADSOMプラス）
および拡大ASEAN国防相会議高級事務レベル会合ワーキンググループ

（ADSOMプラスWG）の設立で合意した。これは、ADMMプラスが3年
ごとにのみ開催されるため、ADSOMプラスおよび、ADSOMプラスWG
はこの間、ADMMプラスで合意された事項の実施に関して協議すること
を目的としている。この決定を受け、第1回ADSOMプラスWGが2010
年12月にベトナムのダラットで行われたのに続き、第2回ADSOMプラ
ス WG が 2011 年 2 月にインドネシアのスラバヤで開催された。２回の
WGの開催を経て、第1回ADSOMプラスが2011年4月にインドネシア
のジョクジャカルタで開催された。同会議において参加各国は、下に述
べる5つの専門家会合（EWG）のコンセプトペーパーを採択、各EWGが
正式に発足したほか、伝統的安全保障を含む幅広い問題に関する意見交
換を行った。

第1回ADMMプラスはまた、非伝統的安全保障に関し、特に海上安全
保障、防衛医学、平和維持活動、対テロ対策、そして人道支援・災害救
援の5 分野で協力を推進することを確認した。そしてこれら5分野の協力
の具体化を目的としてEWGの設立が合意され、海上安全保障に関しては
マレーシアとオーストラリア、防衛医学については日本とシンガポール、
平和維持活動についてはフィリピンとニュージーランド、対テロ対策に
ついてはインドネシアと米国、そして人道支援・災害救援についてはベ
トナムと中国が、それぞれEWGの共同議長を務めることになった。この
決定に基づき、2011年7月には海上安全保障、防衛医学に関するEWGが、
そして同年9月には対テロ対策に関するEWGが、また同年11月には人道
支援・災害救援、平和維持活動に関するEWGがそれぞれ第１回の会合を
開催した。11月の人道支援・災害救援に関するEWGがベトナムと中国の
共同議長により開催された面を見ても、南シナ海問題という伝統的安全
保障問題が再燃する中、一方では人道支援・災害救援を中心に、中国を
含めた域外国とASEANの非伝統的安全保障における協力が深化している
ことに注目すべきである。安全保障協力による信頼醸成は、関係国間の
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領土問題をめぐる緊張にも一定の
緩和効果を及ぼすことが期待される。

日本とASEANの安全保障協力に
ついては、東日本大震災の発生を
受け、やはり人道支援・災害救援
に関心が集中した。震災の発生に
際し、すべてのASEAN加盟国から
日本に対する人的・物的支援が寄
せられたことは、日本とASEANが

長年培ってきた友好協力関係を象徴するものであった。各国の支援に加え、
ASEAN議長国インドネシアの呼びかけにより、4月9日、震災支援を協
議する日・ASEAN特別外相会議がジャカルタで開催された。会議におい
て松本剛明外相は、ASEAN各国の支援に謝意を表し、国際的な原子力発
電の安全性強化と共に、ASEANの発展に今後とも貢献していく姿勢を示
した。これに対しASEANからは、日本の今までのASEANに対する支援
への感謝と、今後の日・ASEAN関係の発展と強化に対する期待が示された。
会議の議長声明によると、日本とASEANは自然災害対策の経験と教訓を
共有し、DiRExなどを通じた災害救援協力を促進することで合意した。
日本とASEAN各国の2国間安全保障協力に関しても、非伝統的分野を中
心にさまざまな取り組みが模索されている。例えば防衛大綱においては、
アジア太平洋地域の一層の安定化を図るため、地雷、不発弾処理などの
非伝統的安全保障分野におけるASEAN諸国を含む域内諸国の能力構築支
援に取り組むことが明記されている。また9月末に行われた第3回日・
ASEAN諸国防衛当局次官級会合においては、日本とASEANの安全保障
協力に関し、対話から具体的な協力を実施する段階へと入ったことが確
認された。
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4 東南アジアの軍事動向
（1）	南シナ海問題が各国の装備調達動向に与える影響

南シナ海問題の再燃は、東南アジア各国、特に領有権争いの当事国の
調達動向に大きな影響を与えている。フィリピンの最近の装備調達は、
同問題の再燃を背景に、南シナ海における自国の実効支配域の防衛をよ
り堅固にする目的によるものと考えられる。2011年8月、フィリピンが
購入した米国沿岸警備艇ハミルトン（WHEC 715）が同国に到着したほか、
フィリピン海軍は11月9日、米国沿岸警備隊より2隻目のハミルトン級
警備艇を追加購入し、警備艇は2012年に納入される予定であることを明
らかにした。また3月28日には、フィリピン国軍の総参謀長が警備艇、
哨戒機、空域防衛レーダーシステムの調達のために80億フィリピンペソ
の予算を計上する計画を明らかにしたほか、9月7日にはフィリピン政府
予算管理省が、南シナ海域での防衛能力強化に向けた予算を49.5億フィ
リピンペソ追加投入することを発表した。さらに同国軍は、南沙諸島の9
つの島にレーダーサイトを設置し、パグ・アサ島の飛行場を補修する計
画のほか、フィリピン領空へ進入した他国機の捕捉用に6機の戦闘機の購
入を計画しており、候補として韓国のTA-50ゴールデン・イーグルない
しはイタリアのM-346を検討中であることを明らかにした。このほかフィ
リピン海軍は、2020年までに潜水
艦を購入する意向を明らかにした。

ベトナムも近年、装備の近代化
を進めているが、その目的の中心
は南シナ海における実効支配域の
防衛強化と考えられる。ベトナム
の主要調達先はロシアであるが、
2007年に同国と購入契約を結んだ
2隻のゲパルト級フリゲート艦につ
いては、1番艦が2011年3月に、2

フィリピン海軍へ払い下げられた米沿岸警備艇ハ
ミルトン（現グレゴリオ・デル・ピラール）
（U.S.	Navy	photo	by	Mass	Communication	
Specialist	2nd	Class	(SW)	Mark	Logico）
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番艦が同年7月にそれぞれ納入された。またベトナムは沿岸防衛システム
の追加購入についてロシアと交渉中との報道がなされたほか、2009年に
同国より購入した6隻のキロ級潜水艦のうち、1番艦が2015年から16年
にかけて納入予定となっている。同潜水艦の乗員訓練については、2011
年9月の越印戦略国防対話において、インドが協力する意向を示した。

南シナ海関連以外の調達動向としては、韓国の東南アジアに対する武
器輸出が近年顕著になっている点があげられる。韓国はフィリピンの上
記例のほかにも､ インドネシアへの輸出を推進している。2011年4月、
両国は次世代戦闘機の共同開発に関する最終契約に調印したほか、同年
5月には韓国製T-50訓練機のインドネシアへの輸出が決まった。さらに
インドネシア国防省は、12月20日に韓国の大宇造船海洋との間でチャン
ボゴ級潜水艦3隻の建造に関する最終契約を締結した。

（2）	共同軍事演習の動向——対中牽制と協力の交錯
2011年に米国が東南アジアで実施した2国間・多国間の共同軍事演習

や軍事交流の多くは、背景として南シナ海問題の再燃と中国の影響力拡大
に対する米国の関与の拡大を連想させるものであった。フィリピンとの2
国間演習については、同年6月28日から7月8日にかけて、米比相互防
衛条約に基づく協力海上即応訓練（CARAT）の年次演習が、南シナ海の
パラワン島で実施された。また同年10月17〜28日には両国海兵隊によ
る着上陸作戦の年次演習が、同じくパラワン島で行われたが、同演習が
南シナ海で実施されたのは初めてのことであった。

2010年に続き、米海軍はベトナム海軍とも軍事交流や南シナ海での共
同演習を実施した。2011年7月15日から21日にかけて、イージス艦や
救助艦を含む3隻の米海軍艦艇がベトナム中部のダナンに寄港し、両国海
軍は共同訓練を実施した。同訓練に関し、米軍側司令官トム・カーニー
少将は、南シナ海における米国のプレゼンスを維持することを明言した
のに対し、ベトナム側の報道は2010年に比べごく控えめであり、ベトナ
ムが米越軍事交流の進展によって中国を過度に刺激しないよう配慮して
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いる様子がうかがえる。また8月13日に、前年に引き続き米空母ジョージ・
ワシントンがベトナムを訪問し、ベトナム政府関係者が同艦内に招待さ
れたほか、同月下旬には米海軍高速支援戦闘艦リチャード・バードがベ
トナム南部のカムラン港に寄港し、1週間のメンテナンスを受けた。艦艇
訪問以外の安全保障協力としては、同年8月に米越両国防省間で防衛医学
協力に関する主旨書が調印されたほか、9月にワシントンで開催された第
2回米越防衛政策対話において、両国は海上安全保障などの分野で国防省
間の協力を推進する覚書に調印した。

このように東南アジアの軍事動向として、フィリピン、ベトナムと米
国の2国間共同演習・軍事交流の活発化に象徴される、東南アジア諸国の
対米接近と対中牽制の傾向が顕著となっている。その一方、特に2000年
代より進展している中国・ASEAN間の協力関係についても、安全保障分
野への拡大・発展の傾向を見逃すべきではない。2011年に目立った活動
としては、タイの「ブルー・アソールト」、シンガポールの「コーポレーショ
ン」に続き、インドネシアと中国が初めての2国間共同演習を実施したこ
とがあげられる。同年6月6日から17日にかけて、両国の特殊部隊は人
質救出作戦を中心とする初の共同訓練「シャープ・ナイフ2011」を実施
した。安全保障に関するASEANと中国の関係については、近年の南シナ
海における緊張要因が注目されがちではあるが、その一方、中国は
ASEAN各国と、ベトナムのように南シナ海での緊張をはらむ国との間に
おいてさえも、共同演習などを通じた安全保障協力関係を構築している
点も注意すべきである。こうして、ASEANと中国の関係は、経済相互依
存の深化もあり、南シナ海の緊張要因をはらみつつ緊密化かつ複雑化し
ているといえよう。






