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背景と目的

1 セッションについて基本事項を共有しよう。
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■セッションの背景

u Sophia GEDは、上智学院
の出資により2019年4月
にタイのバンコクに設立さ
れた教育・研修事業会社。

u Sophia GEDのミッション：
バンコクを拠点にグロー
バルな学習コミュニティー
を創設。



■セッションの目的

u伝えたいこと：
- なぜASEANに注目するのか。

- 中高生の皆さんがASEANに関わる
ことの意味は何か。

- 未来を生きていく人として、社会課
題の取り組への入り口（「きっかけ」）
を探して欲しい。



■東南アジア(※)：経験は、イメージは？

（※）東南アジアは、東ティモールを含む11ヶ国。ASEAN（東南アジア諸国連合）は、東ティモールを除く10ヶ国。

（出所: Google Map）



日本の中高生が
生きる未来像

２ 日本の中高生が生きていく未来は？



■不安・不確定な未来
•失われた20年～30年：バブル崩壊以降の経済社会の停滞（ＧＤＰ値の推移）。
※GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額か
ら原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。名目GDPとは、GDP
をその時の市場価格（物価の変動を反映した価格）で評価したもの。

3位から
26位へ低下

約3分の1へ
低下



■不安・不確定な未来

u 国際競争力の低下傾向

u デフレからの脱却は？

u インバウンド消費への依存

u 少子高齢化の進行

u 外国人受入れ問題の顕在化



■不安・不確定な未来
u新型コロナ・ウイルス前の世界：
環境問題などに対する若者のコミットメントや行動が
注目され、人々の地球規模課題への意識が高まり
つつあった。

u新型コロナ・ウイルス後の世界：
日本にパンデミックが襲いかかり、日本の経済社会
の停滞が続くであろう。日本を取り巻く世界は、元の
世界とは異なる。

日本の中高生が生きていく未来はどうなるか？
アジアは、世界はどうなるであろう？



■未来にどう立ち向かうか？
u 日本の中高生は、世界へ目を向けて生きていく
世代。人類が抱える諸課題に取り組まざるを得
ない。

u 現在のパンデミックを克服できるとしても、新た
な課題が出てくる際への対応力を備える。

uこれから生きていく未来に求められる力やスキル
を獲得

u自分のため、社会のためタフな人間になる、人間
力をつける（タフな人間とは？人間力とは？）。



なぜ、ASEANに注⽬
するのか？

３ ⽇本の外の世界は？



■世界のどこに目を向けるか？
u 欧米、東アジア、アフリカ、ラテン・アメ
リカ、中東、南アジアはどうか？

u ASEANの魅力・潜在性に注目
- 地理的な近さ
- 外交関係が安定・親日的
- 6.5億の人口と比較的若い人口構成
- 新中間層・富裕層が台頭し、消費活
動が活発



■ ASEANに注目すれば。。。

u 2015年にASEAN共同体が発足。

u 市場統合による貿易・投資の拡大。日本
からの直接投資も活発。

u 比較的高いGDP成長率を維持。

u メコン経済回廊などインフラが整備され、
物流とロジスティックの改善。

u サプライチェーン（「供給連鎖」）に組み込
まれ、ビジネス機会が拡大。



■日本とASEANの比較（2018年）

ASEAN加盟国（10ヶ国ーアルファベット順）： 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

出所：ＩＭ統計（World Economic Outlook Database）

ASEAN (A) ⽇本 (B) (A) / (B)
⾯積 4,479,632Km2 377,915Km2 ⽇本の約12倍
⼈⼝ 約6億4,700万⼈ 約1億2,650万⼈ ⽇本の約5.1倍
名⽬GDP
(10億ドル)

2,947.08 4,971.77 ⽇本の60％
⼀⼈当たり名
⽬GDP

5,034ドル 39,304ドル ⽇本の13％

成⻑の余地が⼤きい



■日本の中高生にとってのASEAN

u ASEANにある可能性：ASEANには活力
や「やる気」、希望）がそこにある。
ASEANと関わるチャンスを生かす。

u 自己を鍛える学びの場：ASEANの同世代
との共生（共に働き、社会で生きていく）
する時代が必ず来る。タフな人間になる、
人間力をつける場（⇒「未来にどう立ち向
かうか？」で問うた力）



ASEANの主要課題

4 持続可能な社会、共同体とは？



■ ASEAN共同体とその課題
u 2015年にASEAN共同体が発足。
政治安全保障共同体、経済共同
体、社会・文化共同体から構成。

u 事務局はインドネシアのジャカル
タに置かれている。

u 内政不干渉の原則の下、人、物、
資本、サービスの移動を自由に
行えるための障壁を除去する
（ASEAN経済共同体）。

https://ja.wikipedia.org/wiki/東南アジア諸国連合



■課題：ASEAN連結性マスタープラン

（出所：経済産業省、ASEAN Secretariat, Master Plan on ASEAN Connectivity, Jakarta:   
ASEAN Secretariat, 2011、より。



■課題：域内格差
u１人当たり名目GDP

で見ると、シンガポー
ルやブルネイとカン
ボジア、ラオス、ミャ
ン マ ー 、 ベ ト ナ ム
（CLMV）との域内格
差が鮮明。

uタイ（後述)、フィリピ
ン、ラオス、カンボジ
ア、インドネシア、等
の国内格差も鮮明。

ASEAN各国の⼀⼈当たり名⽬
GDPの⽐較（2018年）

出所：IMF, World Economic Outlook Data Base, October 2010 
(https://ecodb.net/ranking/group/XG/imf_ngdpdpc.html)

⽇本：
39,304ドル

1位シンガポールは
10位ミャンマーの
約50倍



■課題：格差をどう捉えるか？

u 格差が拡大してよいのか？（社会が不安
定化する）

－ 所得の再配分の仕組みを考える。

－ 将来への投資か？格差是正のため
のバラマキか。

u 所得・賃金格差がなくなればよいのか？



■課題：中所得国の罠
安価な労働と低コストの資本の追加的な投入によ
る経済成長が行き詰まる状態。

u 労働力の質向上や技術革新によって労働生産
性が伸びない限り、成長が鈍化していく。

u 一人当たり名目GDPが1万ドルに到達したマレーシ
アや１万ドルに近づくタイでは、いわゆる「中所得国
の罠」に陥るリスクがある。

u マレーシア：1979年に上位中所得国（世界銀行の定
義）に移行。「高所得国」への移行の壁は明白。



■課題：大メコン圏の四つの経済回廊

（出所：ワイズ・ビジネス・バンコク
（https://www.wisebk.com/wisebusiness2017/plus1/index.html）

https://www.wisebk.com/wisebusiness2017/plus1/index.html


■課題：タイの東部経済回廊
u タイランド4.0：経済社会

のデジタル化を加速さ

せることで、タイを付加

価値創造社会へ移行さ

せるというビジョン。

u 「中所得国の罠」を回避

するためには⽣産性を
向上させるしかなく、
⾃動⾞産業や電機産業
だけでなく、産業構造
の⾼度化が必須である
との認識。

出所：毎日新聞「タイ 産業高度化狙う 先端事業や高速鉄道で外資誘致」 （2017年2月22日：

朝刊）ttps://mainichi.jp/articles/20170222/ddm/008/020/136000c



■課題：中国とどう向き合うか？

u 中国の「一帯一路」構想への対応

u AIIB(アジア・インフラ投資銀行)の発足と
ADB（アジア開発銀行）

u 高速鉄道建設：大メコン圏（※）を（「縦」）に
繋ぐ：昆明ーラオスのビエンチャン）
（※）メコン地域の5ヶ国と中国の雲南省と広西チワン族自
治区を含む。

u 南シナ海にくすぶる紛争の火種



■ ASEANのディレンマ

u ディレンマの克服は可能か？：新型コロナ・ウ
イルス問題により、皮肉なことに市場統合を
進めてきたASEANにおいて、国境封鎖を余儀
なくされ人と物の移動が止まっている。

u 市場統合の流れと相入れない事態（グローバ
リズム後退と「国家の復権」）に直面し、国際
機関・機構への期待が弱まる（藤原帰一「パンデ
ミック後の世界」朝日新聞、4月15日、夕刊）。



■ ASEANの主要課題

u 環境への配慮と感染症への対応を
しつつ、

u 格差の是正（包摂性：「誰も取り残さ
ない」）と「中所得国の罠」を克服して、

u 「持続可能かつ強靭」なASEAN共同
体を構築することにつきる。



ASEANにおける
社会課題（SDGsを含む）

との連結

5 SDGsを含む社会課題との連結を考えてみよう。



■ ASEANの社会課題（SDGsを含む）



■社会課題（SDGsを含む）探求のトピック例

ASEANにおける社会課題の例 関連する主なSDGs

生活インフラ（水、住居、電化、通
信、道路、等）

環境問題（海洋・森林、気候変動、
エネルギー、等）

農業・食料関連（化学肥料、無農
薬、換金作物）

少数民族（無国籍問題）、多文化・
他宗教共生



■社会課題（SDGsを含む）探求のトピック例
ASEANにおける社会課題の例 関連する主なSDGs

就業問題（未熟練労働者、児童労働
者、労働移動・移民問題、等）

教育アクセス・質の格差問題

保健・衛生問題（薬物問題、衛生問
題）

コミュニティー開発（住民組織・自治）

出所：筆者作成



■事例の紹介

事例１：格差問題： タイ（バンコクと北部タイ）

事例２：食料問題から環境問題へ： タピオカ

事例３：教育問題： 非就学児童・非就学生



■事例１：格差問題（タイの例）
タイ県別GDP(2015年)u 2018年、タイは

世界⼀の格差社
会となった
（2019年は、2位。
1位はロシア）。

u タイは⼈⼝の1%
の富裕層(約65万
⼈)が、タイの富
の66.9%を保有。 出所：National Economic and Social Development Board,

Gross Regional and Provincial Product 2016 Edition、より。



■事例１：貧困から格差問題へ（タイの例）

出所：末廣昭『新興アジア経済論：キャッチアップを超えて』岩波書店、2014年：元
データは国家経済社会開発庁（NESDB）より

ジニ係数（※所得格差を表す指標で、0と1の間で所得格差の
度合いを⽰す：0.4以上＝所得格差が⼤きい状態）



■事例１：格差問題ーバンコクと北部タイ
バンコクの商業施設と繁華街 都市スラム（クロントイ）



■事例１：格差問題ー北部タイの少数民族

• 主な少数民族として、カレン族、モン族、
ラフ族、アカ族、ミェン族、ティン族、リス
族、ルワ族、カム族、等

• 少数山岳民族の多くが暮らすタイ北
部、北西ラオスや東北ミャンマー一帯
は、「黄金の三角地帯（ゴールデン・
トライアングル）」と呼ばれる。

• タイの人口約6500万人のうち、タイ族
が約85％と圧倒的多数を占め、山岳
民族とされる少数民族は全人口の約
1.5％（約100万人）。



アカ族の村

少数⺠族が通う学校

コーヒー農園

タイ

ミャンマー

ラオス

ゴールデントライアングル



■事例１：格差問題ー無国籍問題

タムルアン洞窟の遭難事故（タイ・チェンライ県、2018年6⽉）



■事例2：食料問題（タピオカ）

uタピオカの原料は？
u原料（〇〇〇）の輸出量
が世界最大の国は？

https://chugokugo-script.net/shoku-bunka/tapioca.htmlhttps://macaro-ni.jp/33335 https://gourmet-note.jp/posts/10581



■事例2：食料問題（タピオカ）
u タピオカのブームは、続くのか？

u 何が問題なのか？ブームが去った後、キャッ
サバの生産者や農地は？

Ø作物価格の低下、土地がやせる、 等
の問題が生じないか？

uエビ養殖、バナナ、ナタ・デ・ココ、コーヒー豆な
どの換金作物ブームのサイクルで見られる課題。



■事例2：食料問題から環境問題

出所：NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）「タイ初のタピオカ残渣からのバイオエタノー
ル製造技術実証」 （2012年12月17日） https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100270.html



■事例３：教育問題
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■事例３：教育問題
取り残されている⼦供

•貧困家庭の⼦
•地⽅・僻地に住む⼦
•⼥⼦・男⼦
•障がいを持つ⼦
•働いている⼦
•少数⺠族の⼦
•紛争や⾃然災害に巻き込ま
れた⼦
•移⺠、難⺠、無国籍の⼦

出所： 伏見暁洋、ユニセフ東アジア・大平洋地域事務所

非就学・低学力の理由

• 貧困・経済的要因
• 学校が近くにない
• 学校が受け⼊れてくれない（障
がい、無国籍・市⺠権）
• 教授⾔語がわかない
• 危険、治安が悪い、暴⼒・体罰
• ジェンダー差別
• つまらない、無理解/無関⼼、
不信感
• 学校を出ても職がない



■事例３：教育問題
移民の子どもたちのICT学習「ラーニングコインプロジェクト」

学校・ラーニングセンターデータベース

【以前】
家族のために

働いていたので
学校に行けなかった

学校や家で
オンライン教材を
毎日読む

先生は
生徒のデータを見て

アドバイス学校へ通う

読書時間・ページ数の
達成状況が

データとして集まる

生徒のデータが
先生に届く

【現在】
読書量や達成度に応じて
毎月母親にお金を送る

勉強して家族を助けるしくみ 出所：宮沢⼀朗,ユネスコバンコク事務所



まとめ：
今後に向けて

6 ⾃分なりの社会課題への取り組みという⼊り⼝



■今後に向けて
u 社会課題探究と未来への想い：未来を生きていく人
として、自分なりに新しい課題を理解して、分析・考
察して、自分の将来との繋がりを見出して欲しい。

u ASEAN SDGsフィールドプログラムへの誘い：実体験
として、感じたり、見たり、調べたりして、自分なりの
社会課題の取り組みへの入り口（「きっかけ」）を探し
て欲しい。

。
タフな人間になって、一人一人が希望
を持って社会を考えて行こう。



その他、海外フィールド含めプログラム情報など

Sophia GED Webサイト
https://sophia-ged.com/ja/

◉セミナーのフォローアップページもあります
スライド資料・参考書籍・
今後に向けた話題など



参考⽂献

付属 より深い学習のために



SDGs関連



アジア経済論



アジア経済論



ASEAN関係



メコン地域関連


