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ABSTRACT: 
This presentation is an attempt to deal with the Japanese ODA policy toward 

three Indochina countries from around the period when Japan returned to 
international community to when Cambodian conflict was over: cold war. In 
particular, this presentation analyzes when aid concept which focuses on “region” 
appears, and what factor causes this concept. At present, there are two trends of 
regional aid on the Japanese ODA policy toward three Indochina countries: 1.aid 
toward “Indochina” region, 2. aid toward “Mekong” region. This presentation 
confines the cold war, and brings out the creation process of ODA policy toward 
three Indochina countries. Then, the presenter reviews what meaning the creation 
of aid concept gives to the Japanese ODA policy toward three Indochina countries 
from Cambodian peace.  This presentation contributes to the study about the 
Japanese ODA policy toward three Indochina countries. Because there are few 
preceding study which focus on regional aid toward three Indochina countries 
during the cold war. And evolution of regional aid has important meaning on 
ASEAN integration assistance, evolution of East Asia Community from the political 
and diplomatic term. 
 In the first section, the presentaer reviews historical overview of the Japanese 
ODA policy toward three Indochina countries during the cold war. In the second 
and third section, the author analyzes when aid concept toward “Indochina” region, 
and “Mekong” region appeared, respectively. Original source is mainly the Blue 
Book published by the Japanese Ministry of Foreign Affairs, but as necessary the 
author uses memories by central player as prime minister and Minister of Foreign 
Affairs. 
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要旨： 
報告では、第二次世界大戦終結を経て日本が国際社会への復帰を果たしてから、カンボ

ジア紛争が終結するまでに展開されたインドシナ三国に対する日本の援助政策を取り扱う。

具体的には、「地域」を念頭に置いた援助概念がいつ、どのような要因によって登場したか

を明らかにする。現在、インドシナ三国に対する援助政策には、１．「インドシナ」地域を

対象とする援助、２．「メコン」地域を対象とする援助という地域的な援助の潮流が大きく

分けて二つ存在する。報告では、これら二つの援助概念の潮流を日本の国際社会からカン

ボジア紛争終結までの時期に限定し、その生成過程を明らかにする。そして、そのような

援助概念の生成が、冷戦終結とともに展開されるようになる「インドシナ」に対する援助

政策にどのような意義を与えたのか検討する。 
現在、インドシナ三国に対する援助は、国別援助が圧倒的である。しかし、国別援助が

大半を占める状況のなかでも、国境を越えた援助の展開は顕著になってきている。政治・

外交面の観点からみた場合、このような地域的な援助の展開は、ASEAN 統合支援、東アジ

ア地域主義の進展に寄与するという点からも重要な意味を持つ。 
 インドシナ三国に対する日本の援助政策が本格化するのは、冷戦終結後の 1990 年代から

である。しかしながら、今一度、冷戦期における日本の援助政策にさかのぼり、「地域」を

念頭に置いた援助概念の形成過程を明らかにすることは、現在、インドシナ三国に対して

展開される地域的な援助の潮流を理解するうえにおいても意義を有する。 
 報告の構成を示せば、次の通りである。第１節では、日本の国際社会への復帰から、カ

ンボジア紛争が終結するまでに展開された日本の「インドシナ」援助を歴史的に概観する。

第２節では、「メコン」地域を念頭に置いた援助概念がいつ登場したかを分析する。第３節

では、「メコン」地域を念頭に置いた援助概念がいつ登場したかを分析する。分析に用いる

一次資料は、『外交青書』を主とするが、必要に応じて当事者による回顧録や先行研究も用

いる。 


