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基調講演Ⅱ　「東アジアと日本」　
日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所所長　白石　隆　氏

Keynote Speech II: “East Asia and Japan”
Prof. Takashi Shiraishi   President, Institute of Developing Economies-Japan External 
Trade Organization (IDE-JETRO)

   First of all, I would like to offer my heartfelt congratulations to 
the recipients of the Asia Cosmopolitan Awards.
   ERIA, which stands for “Economic Research Institute for ASEAN 
and East Asia,” operates under the supervision of the Secretary 
General of the ASEAN. It is gradually increasing its presence as an 
international organization.
   At present, the ASEAN has ten member states. In 1999, following 
the Asian financial crisis from 1997 to 1998, ASEAN+3 was formed, 
adding Japan, China and South Korea to the ASEAN, as a forum of 
government leaders. In 2006, it became ASEAN+6, adding 
Australia, New Zealand and India. Today, there is also the East Asia 
Summit (EAS).
   I believe that the most important duty of ERIA is to serve as a 
policy think-tank for the ASEAN by studying economic and policy 
challenges that face the region.
   The first factor in the development of networks for regional 
cooperation centering on the ASEAN is the 1985 Plaza Accord. This 
caused the value of Japanese yen against the US dollar to jump from 
about 250 yen to 140 yen, impacting the whole world. Economic 
integration began as private businesses, and not governments, 
developed production networks in the region as part of their 
international strategies.
   The second factor is the nationalism with which Southeast Asian 
countries fought colonial rule to gain independence and build 
nation-states. To solve common problems, countries are required to 
cooperate while preserving as much of their policy autonomy as 
possible.

   The third factor is the financial crisis from 1997 to 1998.
   The forcible intervention by the United States in the financial 
crisis that broke out in Bangkok on July 2, 1997 pushed the 
countries in the region to seek a framework of regional cooperation 
without the United States. By definition, East Asia does not include 
the United States; America-free regional cooperation is possible in 
East Asia.
   A major turning point came when China’s East Asian policy was 
reoriented. In 2005, Premier Hu Jintao slightly modified the 
fundamental policy set forth by Deng Xiao Ping, leading to 
territorial disputes over the South China Sea islands and the 
Senkaku Islands. I believe that the idea that China itself has become 
a regional risk is currently quite widespread. This led to the 
formation of ASEAN+8 in 2010, combining ASEAN+6 with the 
United States and Russia.
   It can be said that regional cooperation in East Asia is 
characterized by the dominance of a framework that is flexibly 
modified and adjusted, with the ASEAN at the center, according to 
the situation of the moment for optimal problem-solving, with the 
aim of ensuring regional stability and prosperity.
   We have been observing cooperation in East Asia and the 
Asia-Pacific region for a mere 20 years or so, with frameworks 
changing every 10 years or so after each major crisis. This is such a 
short period, compared to Nara’s 1,300-year history. We must begin 
contemplating East Asia and how regional cooperation should be 
from a much longer-term perspective.

　アジアコスモポリタン賞受賞者の皆さま、本当におめでとうご

ざいます。

　ERIAは、正式には「Economic Research Institute for 

ASEAN and East Asia」といい、今、ASEAN事務総長のもとで

国際機関として育ってきています。

　現在ASEAN加盟国は10カ国です。1997年から1998年にアジ

アは非常に大きな経済危機に直面したことを受けて、1999年、

日本、中国、韓国を加えたASEAN＋３の首脳会議が発足。2006

年にはオーストラリア、ニュージーランド、インドを加えた

ASEAN＋６となり、現在は東アジア首脳会議も創設されました。

　私は、直面する経済的、政策的な課題を研究し、ASEANの政

策シンクタンクとしての役割を果たすことがERIAの一番重要な

役割ではないかと考えます。

　ASEANを中心としたネットワーク型の地域協力の仕組みが

できた一つの理由は1985年のプラザ合意です。これを機に日本

の円は１ドル250円から140円くらいまで急上昇し、世界に影響

を与えました。政府ではなく、企業が独自の国際戦略の一環とし

て生産ネットワークを地域的に展開し、事実上の経済統合が起

こったことが一番大きな要因です。

　２番目の理由は、植民地支配に苦しんだ東南アジアの国々が

国民国家の建設を実現するための原動力となったナショナリズ

ムです。共通した課題の解決には、各国の政策的な自立性をでき

る限り維持するかたちでの協力が必要であります。

　３番目の理由は、私は、1997年から1998年の経済危機だと考

えます。

　1997年７月２日にバンコクで始まった経済危機にアメリカが

強引な介入をしたことで、アメリカを除いた地域協力の仕組みを

模索しました。東アジアと言えばアメリカはほぼ定義上入らず、ア

メリカ抜きの地域協力が可能です。

　転機は中国政府の東アジア政策の変更です。2005年に胡錦

濤国家主席は、鄧小平氏以来の基本方針を少し修正し、南シナ

海における島々や尖閣諸島の領有権問題等を起こし、むしろ中

国がリスクではないかという感覚がかなり広がったと私は考え

ます。その結果、2010年にアメリカとロシアが入りASEAN＋８と

なりました。

　東アジア地域における地域協力の仕組みは、ASEANを中心

にして、その時々で問題解決に一番都合のいい枠組みを適切に

使いながら安定と繁栄を図ることが、私はこの地域における地

域協力の特徴だと考えます。

　東アジア協力、アジア太平洋協力というのは、たかだか20年ぐ

らいの話で、危機のたびにほぼ10年ごとに変化するのですが、奈

良1300年の歴史から見ればほんの一瞬であります。今後、長期

的な視野に立ち、東アジアの協力の在り方を、われわれは考える

べきではないでしょうか。


