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第1節

アジア・大洋州

【総 論】
アジアは、１９９７年のアジア経済危機から

１０年を経て、その影響を克服し、グローバ
ル化の波に乗って急速な経済成長を遂げて
きている。これは、一方では、域内相互依
存関係の深まり、共通の生活様式の浸透等
を通じた一体感の醸成、さらには、これら
を背景とした「東アジア共同体」論議の高
まりといった、地域の一層の発展に向けた
前向きな変化を生じさせている。しかしな
がら、同時に、朝鮮半島や台湾海峡を巡る
情勢といった日本の安全保障にも直結する
問題、テロや海賊、エネルギー問題、新型
インフルエンザ等の感染症といった地域共
通の困難な課題、ナショナリズムの高まり
といった不安定要因等、安定・繁栄・協調
のアジアを形成していく上で直面せざるを
得ない課題も存在する。
さらに、アジアにおいては、中国及びイ
ンドという、各々世界総人口の５分の１と
６分の１を占める国が、政治、安全保障、
経済面において同時に台頭するという、世
界でも類を見ない構造的変化が生じてい
る。これら両国の持てる潜在力を、いかに

アジアひいては世界の安定と持続可能な成
長に貢献する形で建設的に引き出していく
かというテーマは、今後の日本外交にとっ
ての重要な課題である。
以上の状況を踏まえると、日本のアジ
ア・大洋州外交の基本目標は、この地域
を、普遍的価値を共有し、相互理解と協力
に基づく、長期的な安定性と予見可能性が
確保された地域へと導いていくことにあ
る。「自由と繁栄の弧」を形成していくと
いう考えの下、以下の３点を基本的な方針
として、アジア・大洋州外交に取り組んで
いる。
第一に、安定した国際関係構築のため、
地域の安定にとって不可欠な日米安全保障
体制を堅持して不安定化の動きに対する抑
止力を引き続き確保しつつ、また、オース
トラリアやインドをはじめとする安定した
民主主義国との戦略的提携を強化しつつ、
外交的努力による問題解決と諸国間の信頼
醸成を図る。同時に、軍事力増強の動きに
対しては透明性の向上を求める。
第二に、二国間外交に加え、東アジア首
脳会議（EAS）、東南アジア諸国連合
（ASEAN）＋３、日・ASEAN、日中韓と
いった東アジア地域協力や、アジア太平洋
経済協力（APEC）、ASEAN地域フォー
ラム（ARF）、アジア欧州会合（ASEM）
といった、域外国を広く巻き込んだ協力を
重層的に進め、地域共通の課題に対処する
ための地域の潜在力を最大限引き出してい
く。また、その中で、普遍的価値の定着を
促していく。
第三に、かつてアジア諸国の人々に対し
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て多大の損害と苦痛を与えた歴史の事実を
謙虚に受けとめ、痛切なる反省と心からの
おわびの気持ちを常に心に刻みつつ、強固
な民主主義と市場経済に支えられた「平和
国家」として戦後６０年一貫して取り組んで

きた「先駆者」として、平和の定着、ガバ
ナンス強化、経済面でのルール整備などに
関する様々な協力を継続し、価値の共有に
立脚したアジアの発展を後押ししていく。

ら ち

１．朝鮮半島（拉致問題を含む）

【総 論】
日本に隣接する朝鮮半島は、北東アジア
地域に位置する日本にとって最も重要な地
域の一つである。
韓国は、地理的に最も近いだけではな
く、自由と民主主義、基本的人権等の基本
的な価値を日本と共有し、共に米国との同
盟関係にあり、政治、経済、文化といった
あらゆる面で極めて密接な関係にある重要
な隣国である。近年、両国の関係は一層の
深みと広がりを見せており、将来に向けて
一層強固な友好協力関係を発展させること
が、日韓両国のみならず北東アジア地域の
平和と繁栄にとって極めて重要である。
２００６年は、日韓両国の主張が重複する排
他的経済水域（EEZ）における海洋の科学
的調査等を巡り、日韓関係が難しい局面を
迎えることもあったが、１０月の安倍総理大
臣の韓国訪問以降、日韓間の連携が目に見
えて緊密になった年でもあった。

ピョンヤン

北朝鮮については、日朝平壌宣言に基
づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案
を包括的に解決し、北東アジア地域の平和
と安定に資する形で国交正常化を図るとい
う基本方針の下、「対話と圧力」の一貫した
考え方に基づいて様々な施策を講じてきた。
２００６年は、北朝鮮による弾道ミサイル発
射と核実験の実施という、日本の安全保障
にとって重大な脅威となる事態が発生した
年であった。７月５日、北朝鮮はテポドン
２を含む７発の弾道ミサイルを発射した。

日本は、この弾道ミサイルの発射は、日本
の安全保障や国際社会の平和と安定、さら
には大量破壊兵器の不拡散という観点から

マンギョンボン

重大な問題であるとの認識の下、万景峰
９２号の入港禁止や入国審査の厳格化等の一
連の措置を講じた（注１）。さらに１０月９日、
北朝鮮は核実験の実施を発表した。日本
は、この北朝鮮による核実験の実施は、日
本のみならず東アジア、並びに国際社会の
平和と安全に対する重大な脅威であり、断
じて容認できないものであるとの認識の
下、すべての北朝鮮籍船の入港禁止や、北
朝鮮からのすべての品目の輸入禁止等の更
なる厳格な措置を講じた（注２）。
日本は、独自の措置の実施及び安保理決
議の着実な実施を通じ北朝鮮に圧力をかけ
続ける一方で、対話の窓口は開け続けてい
る。１２月に約１年１か月ぶりに再開された
第５回六者会合第２セッションは具体的な
成果なく終了したものの、２００７年２月に開
催された同第３セッションは、北朝鮮によ

ヨンビョン

る寧辺の核施設の活動停止及び封印等の
「初期段階の措置」や、北朝鮮によるすべ
ての核計画の完全な申告の提出やすべての
既存の核施設の無能力化にまで踏み込んだ
「初期段階の次の段階における措置」など
からなる文書を採択し、朝鮮半島の非核化
に向けた第一歩を踏み出した。日本として
は、北朝鮮による核放棄の実現及び拉致問
題をはじめとする諸懸案の解決に向け、関
係国と緊密に連携しつつ、引き続き最大限
努力していく考えである。

（注１）７月５日（現地時間）、国連安保理においても安保理決議第１６９５号が全会一致で採択され、北朝鮮の行為を非難する国際社会の強いメッセージが出され
た。

（注２）１０月１６日（現地時間）、国連安保理においても、北朝鮮にとって厳しい内容を含む安保理決議第１７１８号が全会一致で採択された。
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【各 論】

（１）安全保障に関する問題
（イ）北朝鮮による弾道ミサイル発射と日

本の対応
２００５年１１月の第５回六者会合第１セッ
ション以来、北朝鮮は、米国がマカオ所在
の銀行に対してとった資金洗浄対策措置を
理由に六者会合への出席を拒み続け、２００６
年に入ってからも六者会合の再開へ向けた
見通しが立たない状態が続いた。
４月に民間団体主催の国際会議（北東ア
ジア協力対話（NEACD））が東京で行わ
れた際、ロシア以外から六者会合の首席代
表が来日し、六者会合再開へ向けた協議が
行われたが、具体的進展は得られなかっ
た。
５月中旬に入り、北朝鮮によるミサイル
関連活動が取りざたされるようになったの
を受け、日本は米国、韓国をはじめとする
関係国と緊密に連携し、情報交換及び今後
の対応につき協議を重ねるとともに、北朝
鮮に対し、６月１６日、北京の外交ルートを
通じてミサイル発射を自制するよう警告し
た。
しかし、日本を含む国際社会の事前の警

告にもかかわらず、７月５日、北朝鮮はテ
ポドン２を含む７発の弾道ミサイル発射を
強行した。これは、日本の安全保障や国際
社会の平和と安定、さらには大量破壊兵器
の不拡散という観点から重大な問題であ
り、日朝平壌宣言にあるミサイル発射モラ
トリアムにも違反する。また、六者会合の
共同声明とも相容れないものである。
この弾道ミサイル発射を受け、また、拉
致問題の解決に向けて誠意ある対応をとっ
てこなかったことも総合的に勘案した上
で、同日、日本は、官房長官発表により、
万景峰９２号の入港禁止や北朝鮮からの入国
審査の厳格化等の一連の措置を発表した。
また、関係各国と首脳及び外相レベルで電
話会談を行い、国際社会と緊密に連携して
対応した。
国連安保理では、日本などの要請に基づ
き、５日午前（現地時間）に安保理会合が
開催された。日本は直ちに決議案を提示
し、国際社会全体として断固たるメッセー
ジを出すべく、関係国と協議を重ねた。そ
の結果、７月１５日（現地時間）、北朝鮮の

決議案（第１６９５号）採択の際に賛成の挙手を行う伊藤外務大臣政務官
（７月１５日、安保理議場にて 写真提供：読売新聞社）
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弾道ミサイル発射を非難し、北朝鮮及び国
連加盟国に具体的な措置の実施を求める安
保理決議第１６９５号が全会一致で採択され
た（注３）。
７月２８日には、クアラルンプールでの
ARFの際に、北朝鮮問題に関する１０か国
外相会合（注４）が行われた。この会合では、
参加国の多くが北朝鮮のミサイル発射に懸
念と非難の意を表明するとともに、安保理
決議第１６９５号の履行の重要性、特に、北朝
鮮が六者会合へ早期に復帰することの重要
性が確認された。
９月１９日、日本は、安保理決議第１６９５号

の着実な実施の一環として、既存の厳格な
輸出管理措置に加え、北朝鮮のミサイル・
大量破壊兵器開発計画に関連する１５団体・
１個人を指定し、資金移転防止措置を実施

した。
９月２１日には、ニューヨークでの国連総

会の際に、米国の呼びかけにより北朝鮮問
題についての関係国外相会議が開催され
（８か国が参加）（注５）、安保理決議に基づく
措置の実施の重要性と、六者会合の共同声
明に基づく問題の平和的解決の重要性が確
認された。

（ロ）北朝鮮による核実験の実施と日本の
対応

弾道ミサイル発射に対する国際社会の非
難が続く中、１０月３日、北朝鮮は「核実験
を行うこととなる」との「外務省」声明を
発表した。日本は、国連安保理において直
ちにこれをとりあげ、６日（現地時間）に
は、北朝鮮の核実験実施声明に対する懸念

北朝鮮による弾道ミサイルの発射事案に係る我が国の当面の対応について

（７月５日官房長官声明）

今般の北朝鮮による弾道ミサイルまたは飛翔体の発射は、我が国の安全保障に直接かかわることであり、極めて憂慮すべ
きことである。また、本件は、日朝平壌宣言に違反し、かつ、六者会合共同声明と相容れない行為であり、国際社会の平和

き ぜん

と安全及び大量破壊兵器の不拡散の観点からも極めて遺憾である。この観点から、北朝鮮に対し、毅然とした厳しい対応を
とることが必要であり、具体的に以下の措置をとることを決定した。

対北朝鮮の措置として、次の措置をとることとした。
・引き続きあらゆるレベルで北朝鮮側に遺憾の意を伝えて厳重抗議すると同時に、再び行わないことを申し入れ、ミサイ
ルの開発中止、廃棄、輸出停止を求める。また、北朝鮮がミサイル発射モラトリアムを改めて確認し、それに従った行
動をとると同時に、六者会合へ早期かつ無条件に復帰することを強く求める。
・万景峰９２号の入港を禁止した。
・北朝鮮当局の職員の入国は原則として認めないこととし、その他の北朝鮮からの入国についても、その審査をより厳格
に行うこととする。また、北朝鮮船籍の船舶が我が国港湾に入港する場合であっても、その乗員等の上陸については、
原則として認めない。
・在日の北朝鮮当局の職員による北朝鮮を渡航先とした再入国は原則として認めない。
・我が国国家公務員の渡航を原則として見合わせると同時に、我が国からの北朝鮮への渡航自粛を要請する。
・我が国と北朝鮮との間の航空チャーター便については、我が国への乗り入れを認めない。
・北朝鮮に関するミサイル及び核兵器等の不拡散のための輸出管理に係る措置を引き続き厳格にとっていく。
・北朝鮮による不法行為等に関し、厳格な法執行を引き続き実施する。
・北朝鮮の対応を含めた今後の動向を見つつ、更なる措置について検討する。

国際社会における連携として、次の対応を行う。
・日米間のハイレベルを含めあらゆるレベルで調整・情報交換など緊密な連携をとる。
・国連安全保障理事会等において然るべき対処がなされるよう必要な働きかけを行う。
・六者会合関係国間、G８首脳その他のあらゆる機会を活用して、調整・情報交換を行う。

（注３）この決議の主な内容は以下のとおりである。①北朝鮮による弾道ミサイル発射を非難。②北朝鮮に対し、（a）弾道ミサイル計画の関連活動の停止、（b）ミサイ
ル発射モラトリアムに係る既存の約束の再確認を要求し、（c）六者会合への即時無条件復帰、２００５年９月１９日の共同声明の迅速な実施に向けた作業、特
にすべての核兵器及び既存の核計画の放棄並びにNPT及び IAEA保障措置の早期復帰を強く要請。③すべての加盟国に対し、国内法に従い、国際法
に適合する範囲内で、（a）北朝鮮のミサイル・大量破壊兵器（WMD）開発計画関連のモノ・技術の移転の防止、（b）北朝鮮からのミサイル・WMD開発関連
のモノ・技術の調達の防止、（c）北朝鮮のミサイル・WMD開発計画に関連する資金の移転の防止を要求。

（注４）参加国は、日本、米国、中国、ロシア、韓国、マレーシア（ASEAN議長国）、インドネシア、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア。
（注５）参加国は、日本、米国、韓国、フィリピン（ASEAN議長国）、インドネシア、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア。
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を表明し、北朝鮮に対し自制を強く要請す
ること等を内容とする議長声明が採択され
た。
しかし、このような国際社会の警告にも
かかわらず、１０月９日、北朝鮮は核実験を
実施したと発表した。北朝鮮による核実験
は、日本のみならず東アジア及び国際社会
の平和と安全に対する重大な脅威であり、
核兵器不拡散条約（NPT）体制に対する
重大な挑戦であるとともに、日朝平壌宣
言、六者会合の共同声明、安保理決議第
１６９５号等に違反する行為であり、断じて容
認できない。日本は、ただちに官房長官声
明を発出してこのような立場を明確にする
とともに、１１日には、北朝鮮が拉致問題に
対しても何ら誠意ある対応を見せていない
ことを含めた諸般の情勢を総合的に勘案
し、すべての北朝鮮籍船の入港禁止や北朝
鮮からのすべての品目の輸入禁止を含む一
連の厳格な措置の実施を決定した。
国際社会との連携については、核実験実

施発表当日の日韓首脳会談を皮切りに、米
国、中国をはじめとする関係国と緊密な協
議を行い、北朝鮮の行為に対する国際社会
の断固とした対応を示すべく外交努力を重
ねた。特に、国連安保理では、日本は議長
国として、他の理事国と緊密に連携しつ
つ、国際社会の総意の形成に向け努力を重
ねた。その結果、１４日（現地時間）、北朝
鮮の行為を非難し、国連憲章第７章の下で
北朝鮮及び国連加盟国がとるべき措置を定
めるなど、北朝鮮に対して厳しい内容を含
む安保理決議第１７１８号が全会一致で採択さ
れた（注６）。
日本は、厳格な輸出管理等、安保理決議
第１７１８号の求める措置の多くを従来実施し
てきていたが、この決議の採択を受け、１１

しゃ し

月１４日、北朝鮮への奢侈品（注７）の輸出禁止
等の措置を実施した。また、安保理決議第
１７１８号に基づき設置された制裁委員会に対
し、日本による安保理決議第１７１８号の実施
状況についての報告書を提出した。

（注６）この決議の主な内容は以下のとおり。①北朝鮮により宣言された核実験を非難し、主に以下の事項の実施を北朝鮮に要求。（a）更なる核実験及び弾道ミサ
イル発射の中止。（b）NPT脱退宣言の即時撤回、NPT及び IAEA保障措置への復帰。（c）すべての弾道ミサイル計画の関連活動の停止及びミサイル発
射モラトリアムの再確認。（d）完全、検証可能かつ不可逆的な方法によるすべての核兵器及び既存の核計画並びに他の既存のWMD及び弾道ミサイル計
画の放棄。（e）軍関連、核・ミサイル・WMD計画関連の特定品目等の輸出停止。②すべての加盟国がとるべき措置として以下の事項を決定。（a）軍関連、
核・ミサイル・WMD計画関連の特定品目、奢侈品の北朝鮮に対する供給等を防止。（b）北朝鮮の核・弾道ミサイル及びその他WMD関連の計画に関与
する個人・団体の資産を凍結。（c）北朝鮮の核・弾道ミサイル及びその他WMD関連の政策に責任を有する個人及び家族の入国・通過禁止。（d）上記措
置の遵守を確保するため、必要に応じ、自国の国内法上の権限及び国内法令に従い、かつ、国際法に適合する範囲内で、貨物検査を含む協力行動をとるこ
とを要請。③上記項目を効果的に実行するために講じた措置について、本決議採択から３０日以内に安保理に報告するよう要請。なお、この決議では、日本の
働きかけにより、前文において拉致問題を念頭に「人道上の懸念」に北朝鮮が対応することの重要性を強調している。

（注７）奢侈品の指定は各国の判断にゆだねられており、日本は以下の２４品目を奢侈品として指定。①牛肉、②まぐろのフィレ、③キャビア・その代用品、④酒類、⑤た
ばこ、⑥香水、⑦化粧品、⑧革製バッグ・衣類等、⑨毛皮製品、⑩じゅうたん、⑪クリスタルグラス、⑫宝石、⑬貴金属、⑭貴金属細工、⑮携帯型情報機器、⑯
映像オーディオ機器・ソフト、⑰乗用車、⑱オートバイ、⑲モーターボート・ヨット等、⑳カメラ・映画用機器、㉑腕時計等、㉒楽器、㉓万年筆、㉔美術品・収集品・
骨董品。

この画像は、著作権等の関係で表示出来ません。
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（ハ）六者会合の再開
日本は、北朝鮮に対し圧力となる措置を
講ずる一方で、対話の窓口は常に開き続
け、六者会合の再開に向けても、関係国と
緊密に連携しつつ外交努力を行った。１０月
１８日に東京で行われた日米外相会談、次い
でソウルで行われた１９日の日米韓外相会談
及び２０日の日韓外相会談では、北朝鮮の核
保有は断じて容認できないことを改めて確
認するとともに、北朝鮮が直ちに無条件で
六者会合に復帰する必要があるとの点で一
致した。
六者会合の議長国・中国も会合の再開へ

とう か せん

向け積極的な外交努力を展開した。唐家璇
こ きんとう

国務委員は胡錦濤国家主席の特別代表とし
て１０月１２日に訪米し、１３日にはモスクワを
訪れた後、１９日には北朝鮮を訪問し、胡国

キムジョンイル

家主席のメッセージを金正日国防委員長
に伝達した。さらに、帰国した唐国務委員

は、２０日、日本と韓国を歴訪したライス米
国国務長官との間で会談を行った。ライス
国務長官は、その後、２１日にモスクワにて
プーチン大統領及びラヴロフ外相と会談を
行った。
このように各国の外交努力が活発になる
中、１０月３１日に北京で米中朝の六者会合首
席代表による三者協議が行われ、同協議の
結果、六者会合が再開される運びとなっ
た。これを受け、日本は、１１月のハノイ
APECの際に、米国、韓国、中国及びロ
シアの各国との間で首脳及び外相レベルで
会談を行い、再開後の六者会合で具体的進
展を上げられるよう、関係五者の連携強化
に努めた。また、APEC首脳会議におい
ても、北朝鮮によるミサイル発射及び核実
験に強い懸念を表明するとともに、安保理
決議の完全な実施の必要性を強調する口頭
声明が議長より読み上げられた。

（１０月１１日官房長官声明）
２１時から約２０分間、安保会議を開催をいたしました。その結果、北朝鮮による核実験に係る我が国の当面の対応につい
て、発表させていただきたいと思います。
北朝鮮による核実験については、既に、９日、官房長官声明によって、我が国としての立場を明らかにしたところであ
る。
その後政府としては、我が国としての対応を検討してきたところ、北朝鮮自身が核実験を実施した旨既に発表したこと、
気象庁が通常の自然地震の波形とは異なる地震波を探知したこと、北朝鮮のミサイル開発とあわせ、我が国安全保障に対す
る脅威が倍加したものと認識されること、北朝鮮が拉致問題に対しても何ら誠意ある対応を見せていないこと及び国連安保
理において、国際社会全体として厳しい対応をとるべく議論が進められていること等諸般の情勢を総合的に勘案し、関係閣
僚の意見も踏まえ総理の指示を得て、我が国として以下のとおり北朝鮮に対し厳格な措置をとることを決定し、早急にその
実施のための所要の手続きをとることとし、１３日の閣議で決定をすることとした。
１．対北朝鮮措置
１．すべての北朝鮮籍船の入港を禁止する。
２．北朝鮮からのすべての品目の輸入を禁止する。
３．北朝鮮籍を有する者の入国は、特別の事情がない限り認めない。ただし、在日の北朝鮮当局の職員以外の者の再入国
は、この限りではない。

４．今後の北朝鮮の対応・国際社会の動向等を考慮しつつ、更なる対応について検討する。

２．国際社会における連携
１．日米間のあらゆるレベルで調整・情報交換など緊密な連携をとる。
２．国連安全保障理事会等において、厳しい対応がなされるよう必要な働きかけを行う。
３．六者会合関係国、G８首脳等とのあらゆる接触の機会を活用して、調整・情報交換の上、連携・協力を行う。

３．引き続き、北朝鮮に対しては、国連安保理決議１６９５号の義務の誠実な履行、すべての核兵器及び既存の核計画の放棄並
びに核兵器不拡散条約（NPT）及び IAEA保障措置への早期復帰を約束した六者会合の共同声明の完全な実施を改めて
強く求める。

４．なお、今回の措置のうち特に輸入禁止等に伴って影響を受ける方々があると考えるが、我が国の安全保障のために是非
御理解と御協力をお願いしたい。政府としては、このような方々に対し、実情に応じきめ細かく支援を図ってまいりた
い。このため、対北朝鮮輸入禁止等に関する緊急対策会議を立ち上げ、関係省庁に具体策の検討を指示したところであ
る。

北朝鮮による核実験に係る我が国の当面の対応について



第２章 地域別に見た外交

16

１１月２７日から３０日にかけて、日本、米
国、中国、北朝鮮及び韓国の六者会合首席
代表が北京を訪れ、米中朝の三者協議を軸
として、六者会合の再開に向けた具体的調
整を行った。その後も六者間の調整が続け
られた結果、第５回六者会合第２セッショ
ンが１２月１８日から２２日まで北京にて行われ
ることとなった。
約１年１か月ぶりの六者会合において、
日本は北朝鮮による核放棄に向けた具体的
成果を得るべく、積極的に議論に参加し
た。しかしながら、北朝鮮が核問題とは無
関係の金融問題に固執し、２００５年９月の共
同声明の実施に関する議論に入ることを拒
み続けたことから、同会合は何ら具体的成
果を上げることなく休会することとなっ
た。

（ニ）第５回六者会合第３セッションにお
ける「初期段階の措置」の採択

２００６年１２月の六者会合第２セッションは
実質的成果なく終了したが、その後も、
２００７年１月１６日から３日間、ベルリンにて
行われた米朝間協議や、その直後に行われ
たヒル米国国務次官補による韓国、日本、
中国歴訪など朝鮮半島の非核化を実現すべ
く、関係各国による六者会合再開のための
外交努力は継続された。

その結果、２００７年２月８日から再開され
た六者会合においては、関係国による６日
間にわたる精力的な協議の結果、（１）採
択後６０日以内に北朝鮮が実施する措置とし
て①寧辺の核施設の活動停止及び封印、②
すべての必要な監視及び検証のための国際
原子力機関（IAEA）要員の復帰等を定め、
また、これと並行して、（２）米中韓露に
よる北朝鮮に対する重油５万トンに相当す
る緊急エネルギー支援の開始等を定めた
（日本については、拉致問題を含む日朝関
係に進展が得られるまで、不参加）「共同
声明実施のための初期段階の措置」（注８）が採
択された。
さらに、この採択文書は、「初期段階の
次の段階における措置」として、（１）北
朝鮮によるすべての核計画の完全な申告の
提出及びすべての既存の核施設の無能力化
等にまで踏み込み、（２）これに対応する
措置として米中韓露による重油９５万トン規
模を限度とする経済・エネルギー及び人道
支援の供与（日本については、拉致問題を
含む日朝関係に進展が得られるまで、不参
加）等をうたったほか、（３）同措置の実
施及び第４回六者会合共同声明の完全な実
施のため、「朝鮮半島の非核化」、「日朝国
交正常化」などをテーマとする作業部会の
設置及びその３０日以内の開催等を盛り込ん

（注８）詳細は、別表「『共同声明の実施のための初期段階の措置』の概要」参照。

第５回六者会合第３セッションで握手する六者の首席代表
（２００７年２月１３日、北京 写真提供：共同通信社）
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「共同声明の実施のための初期段階の措置」の概要

１．60日以内に実施する「初期段階の措置」

２．作業部会の設置

３．初期段階の次の段階における措置

４．六者閣僚会議

５．次回六者会合

　2007年２月８日から13日まで北京にて開催されていた第5回六者会合第３セッショ
ンで採択された「共同声明の実施のための初期段階の措置」の概要は以下のとおり。

（１）北朝鮮
①寧辺の核施設（再処理施設を含む）を、最終的に放棄することを目的として活動停止（shut 
down）及び封印（seal）する。
②すべての必要な監視及び検証を行うために、IAEA要員の復帰を求める。
③すべての核計画（抽出プルトニウムを含む）の一覧表について、五者と協議する。

（２）緊急エネルギー支援
　重油５万トンに相当する緊急エネルギー支援を開始する。（注：米中韓露が実施。拉致問題を含む
日朝関係の現状を踏まえ、日本は参加せず）
（３）日朝
　日朝平壌宣言に従って、不幸な過去を清算し懸案事項を解決することを基礎として、国交を正常化
するための協議を開始する。（注：「懸案事項」には、拉致も含まれる）
（４）米朝
　完全な外交関係を目指すための協議、テロ支援国家指定解除のための作業等を開始する。

（１）北朝鮮
　すべての核計画の完全な申告の提出及びすべての既存の核施設の無能力化等を行う。
（２）経済・エネルギー・人道支援
　重油 95万トンに相当する規模（上記 1.(2) の５万トンと合わせ、合計 100 万トン）を限度とする
経済、エネルギー及び人道支援を供与する。（注：米中韓露が実施。拉致問題を含む日朝関係に進展が
見られるまで、日本は参加しないことにつき、関係国は了解）

　「初期段階の措置」が実施された後、六者閣僚会議（外相を想定）を開催する。

　第６回六者会合は、３月 19日に開催。

　初期段階の措置の実施及び六者会合共同声明の完全な実施のため、共同声明の要素に対応する次の
作業部会を設置し、30日以内に会合を開催する。
①朝鮮半島の非核化 （議長：中国）
②米朝国交正常化 （議長：米国・北朝鮮）
③日朝国交正常化 （議長：日本・北朝鮮）
④経済及びエネルギー協力 （議長：韓国）
⑤北東アジアの平和及び安全のメカニズム （議長：ロシア）

だ。特に日朝関係については、平壌宣言に
従って、不幸な過去を清算し懸案事項を解
決することを基礎として、国交を正常化す
るための協議を開始することで一致した。
今回の文書は、「すべての核兵器及び既
存の核計画」の検証可能な放棄を定めた六
者会合共同声明の完全な実施に向けての第
一歩であり、北朝鮮が非核化へ向けた具体
的行動に同意した点で大きな意義がある。
また、今回改めて、日朝関係が六者会合の

枠組みの中に明確に位置付けられたこと
は、今後、拉致問題を含む日朝間の懸案事
項に取り組んでいく上でも有意義である。
日本としては、引き続き北朝鮮の核放棄と
いう六者会合の最終的目標に向かって精力
的に取り組んでいく。また、「日朝国交正
常化のための作業部会」において、拉致問
題を含む諸懸案の解決へ向け、全力で取り
組んでいく。
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（２）日朝関係
（イ）日朝関係
日朝関係については、２月に第１回日朝
包括並行協議が開かれるなど、２００６年前半
には一定の進展が見られたものの、その後
は全く対話が途絶えた状態が続いた。
まず、２月４日から８日に開かれた日朝
包括並行協議においては、（１）拉致協議、
（２）安全保障協議及び（３）国交正常化
交渉の３つを並行して議論した。最優先課
題の拉致問題については、①生存者の帰
国、②真相の究明及び③容疑者の引渡し－
を北朝鮮側に要求した。国交正常化交渉に
ついては、日本から日朝平壌宣言に明記さ
れている「一括解決・経済協力方式」につ
いて北朝鮮側に正しく理解するよう働きか
けたが、共通認識は得られなかった。安全
保障協議については、核問題、ミサイル問
題、資金洗浄等の不法活動に関する日本の
懸念を伝達したものの、具体的進展は得ら
れなかった。
また、４月に東京で開催されたNEACD
の機会をとらえて行われた日朝非公式協議
では、横田めぐみさんの夫に関するDNA
検査の結果も伝えつつ、拉致問題の解決に

向けて誠意ある対応を改めて求めた。
その後は、７月のミサイル発射や１０月の

核実験実施などもあり、日朝間の対話は途
絶えた状態が続いた。１２月に１年１か月ぶ
りに開催された第５回六者会合第２セッ
ションでも、日朝間の協議は開かれなかっ
たが、第５回六者会合第３セッションにお
いては、日朝間の協議が行われ、六者会合
についてのみならず、日朝間の今後の取組
についても意見交換が行われた。

（ロ）拉致問題に関する取組
（ⅰ）総論
拉致問題は、日本国民の生命と安全にか
かわる重大な問題であり、その解決なくし
て国交正常化はあり得ないとの基本方針に
基づき、日本は、あらゆる機会をとらえ
て、①生存者の即時帰国、②真相究明及び
③拉致実行犯の引渡し－を北朝鮮側に対し
強く要求しているところである。
６月には、いわゆる「北朝鮮人権法」（注９）

が議員立法で成立し、拉致問題を解決する
ために最大限の努力をすることが国の責務
とされた。

（注９）正式名称は、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」。「北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めると
ともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態の解明、及びその抑止を図る」ことを目的に、国の責務、地方公共団体の責務、北朝
鮮人権侵害問題啓発週間を設けること、政府による拉致問題等に関する年次報告の提出、国際的な連携の強化、北朝鮮当局による人権侵害状況が改善
されない場合の措置などを定める。

拉致問題対策本部の第１回会合であいさつする安倍総理大臣
（１０月１６日、総理大臣官邸 写真提供：内閣広報室）
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９月、日本政府は、拉致問題に関する総
合的な対策を推進することを目的として、
総理大臣を本部長とする「拉致問題対策本
部」を設置するとともに、塩崎官房長官を
拉致問題担当大臣に、また中山恭子氏を拉
致問題担当の内閣総理大臣補佐官に任命し
た。同対策本部は全閣僚から構成されてお
り、１０月の第１回会合では、すべての被害
者の安全確保及び即時帰国等の要求、更な
る対応措置の検討、厳格な法執行の継続、
情報の集約・分析及び国民世論の啓発、拉
致の可能性を排除できない事案の捜査・調
査の継続並びに国際協調の更なる強化の６
項目からなる「拉致問題における今後の対
応方針」を決定するなど、拉致問題の解決
に向け、同対策本部を中心に政府一体と
なって取り組んでいく体制が整備された。
１２月には、北朝鮮人権法により設けられた
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」が実施さ
れ、政府は、拉致問題に関する国際会議へ
の支援や講演会等の啓発行事を実施し
た（注１０）。

（ⅱ）個別の拉致事案に関する動き
個別の拉致事案についても種々の動きが

見られた一年であった。まず、４月、日本
政府が実施したDNA検査により、日本人
拉致被害者横田めぐみさんの夫が、１９７８年

キム

に韓国から拉致された韓国人拉致被害者金
ヨン ナム

英男氏である可能性が高いことが判明し
た。これを受け、日本側から北朝鮮側に対
し、同検査結果を伝えつつ拉致問題解決に
向けた誠意ある対応を改めて求めた（注１１）。
また、１１月２０日、新たな証拠等が得られ
たことなどから、政府は松本京子さんを拉
致被害者として認定した（注１２）。加えて、拉
致容疑事案の実行犯として北朝鮮工作員・
シングァン ス こ すみ けん ぞう

辛光洙（注１３）、北朝鮮工作員・自称小住健蔵
こと通称チェ・スンチョル（注１４）及び北朝鮮
工作員・通称キム・ミョンスク（注１５）の３人
をそれぞれ特定し、逮捕状の発付を得て国
際手配を行うとともに、政府として北朝鮮
側に身柄引渡しを要求した。

（ⅲ）国際社会における動き
４月には、拉致被害者の家族が訪米し、
米国下院公聴会における証言、ブッシュ大
統領との面会等を通じて、拉致被害の深刻
さと解決の重要性を訴え、関係者から共感
を得た。ホワイトハウスで横田早紀江さん

（注１０）この「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」にあわせて、ムンタボーン国連・北朝鮮の人権状況特別報告者が訪日し、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況につき、
調査を行った。

（注１１）なお、韓国政府も独自に同様の検査を実施し、同年５月に同様の結果を得ている。
（注１２）これにより、日本政府が認定した北朝鮮による拉致事案は、１２件１７名となった。
（注１３）２月２３日、福井県におけるアベック拉致容疑事案の実行犯として特定。
（注１４）２月２３日、新潟県におけるアベック拉致容疑事案の実行犯として特定。
（注１５）１１月２日、新潟県・母娘拉致容疑事案の実行犯として特定。

この画像は、著作権等の関係で表示出来ません。
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等と面会したブッシュ大統領は、「北朝鮮
は人権と人間の尊厳を尊重すべきであり、
めぐみさんのお母さんがもう一度娘を抱き
しめられるようにすべきである」旨表明し、
日本側の立場に更なる理解と支持を示し
た。この訪米を通じ、米国のみならず、国
際社会に対して拉致問題の解決の重要性を
訴える強いメッセージが発出された。

（ⅳ）日本の外交上の取組
日本政府は、主要国首脳会議（G８サ
ミット）等の各種国際会議、首脳会談等あ
らゆる外交上の機会をとらえ拉致問題を提
起し、諸外国からの理解と支持を得てきて
いる。例えば、７月のG８サンクトペテル
ブルク・サミットにおいては、議長総括に
おいて、「我々は北朝鮮に対し、拉致問題

の早急な解決を含め、国際社会の他の安全
保障及び人道上の懸念に対応するよう求め
る」との強いメッセージが盛り込まれ
た（注１６）。
さらに、１０月に全会一致で採択された北

朝鮮による核実験実施の発表に係る安保理
決議第１７１８号には、日本の強い主張によ
り、北朝鮮が国際社会の「人道上の懸念」
にこたえることの重要性への言及が盛り込
まれた（注１７）。また、１２月１９日（現地時間）
には、日本が欧州連合（EU）と共同で作
成・提出し、拉致問題を国際的懸念事項と
し、他の主権諸国家の国民の人権を侵害す
るものであるとする「北朝鮮の人権状況」
決議が、２００５年に引き続き国連総会本会議
において採択された。

（３）その他の問題
（イ）KEDO
２００３年１１月以降、朝鮮半島エネルギー開
発機構（KEDO）の軽水炉プロジェクトは
停止されていたが、２００５年２月の北朝鮮に
よる核兵器保有宣言等を受け、KEDO理
事会は、同プロジェクトを継続するための
基礎が完全に失われたと判断し、同プロ
ジェクトの終了に伴う諸問題につき協議し
た上で、２００６年５月、同プロジェクトの終
了を正式に決定した。

（ロ）「脱北者」の問題
北朝鮮から外国に逃れた元北朝鮮住民を
一般に「脱北者」としているが、その背景
には北朝鮮における厳しい食糧難、経済
難、人権侵害等があるものと推測されてい
る。
「脱北者」については、政府として、６
月に成立した「北朝鮮人権法」を踏まえ、
関係者の安全、人道上の配慮など種々の観

点を重視し、これらを総合的に勘案しなが
ら対応してきている。

（ハ）南北朝鮮関係
南北間では当初、２００５年に活発に展開さ

れた南北交流の流れが引き続き維持され
た。３月には第３回南北将官級軍事会談、
４月には第１８回南北閣僚級会談が相次いで

クム

開催され、また６月に開かれた北朝鮮の金
ガン サン

剛山での離散家族特別再会行事において
は、横田めぐみさんの夫とされる金英男氏

チェ ゲ ウォル キム ヨン ジャ

とその家族（母：崔桂月氏、姉：金英子
氏等）が再会を果たした。
しかし、７月の北朝鮮によるミサイル発
射直後に行われた第１９回南北閣僚級会談で

せん ぐん せい じ

は、北朝鮮側が「先軍政治」（軍事最優先
政治）が韓国の安定をもたらしている旨発
言したことに対し韓国側が反発し、また韓
国側が、ミサイル発射を受けた事態が解決
されるまで北朝鮮が求めていたコメ・肥料

（注１６）同サミットにおいては、拉致問題は日本のみならず国際的な広がりを持つ問題であり、その解決には国際的な連携の強化が必要であるとの日本の訴えに対し
すべての参加国の理解が得られた。

（注１７）この「人道上の懸念」に拉致問題が含まれることは明白であり、当時安保理議長を務めていた日本の大島国連大使もその旨明らかにしている。
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支援を行わない旨伝達したことに対し北朝
鮮が激しく非難するなど、双方の主張は平
行線のまま会談は打ち切られた。また、そ
の直後に北朝鮮側が離散家族再会事業の中
断を一方的に韓国側に通告する等、南北関
係は停滞し始めた。７月中旬に発生した北
朝鮮の水害に対し、韓国がコメ１０万トンを
はじめとする緊急人道支援を実施し（注１８）、
これを機に南北間の接触が見られたもの
の、１０月の北朝鮮による核実験実施に対し
韓国が安保理決議第１７１８号に基づく措置を
発表すると、更に南北関係は難しい局面を
迎えた（注１９）。

ノ ム ヒョン

盧武鉉政権は、政権発足以来、北朝鮮
の核問題を解決し朝鮮半島の平和と安全を
確保した上で、南北間の和解と交流を進め
朝鮮半島の繁栄を目指す「平和・繁栄政
策」（注２０）を標榜し、北朝鮮の核実験実施以降
もこの政策を維持する旨明らかにしてお
り、今後の南北関係の展開が注目される。

（ニ）北朝鮮内政・経済
北朝鮮は、金正日国防委員長が主に朝鮮
労働党を通じて全体を統治しており、「先
軍政治」と呼ばれる軍事優先政策を実施し
ている。

北朝鮮は、１９９８年以来、思想、政治、軍
事、経済の強大国である「強盛大国」の建
設を標榜し、近年は経済復興に努力してい
た。
北朝鮮は、社会主義圏崩壊以降の厳しい
経済難から、１９９０年代中盤以降、部分的な
経済改革に着手した（注２１）。しかし、エネル
ギーを含め、全般的な資材・資金不足の中
で、そうした措置が生産活動の活性化につ
ながっているのか、貧富の差の拡大をもた
らしていないのかなどは不透明であり、引
き続き注視していく必要がある。
また、近年中国との経済関係が急速に拡
大している。２００５年の北朝鮮の全貿易額に
占める中国の割合は、３９％となったほ
か（注２２）、同年の北朝鮮による対中貿易額は、
総額で約１５億８，０００万ドルに上った（注２３）。ま
た、２００５年の北朝鮮への食糧支援のうち、
その４９％は中国からのものであるなど、北
朝鮮経済に占める中国の存在感は依然とし
て大きい。
なお、北朝鮮の核実験に対する安保理決
議第１７１８号に基づき各国が実施している制
裁措置が、北朝鮮経済に実際にいかなる影
響をもたらすのか、今後注目を要する。

（４）日韓関係
（イ）日韓関係
２００６年は、日韓両国の政府間対話が緊密
化し、両国関係が更なる高みへと飛躍した
一年であった。１０月９日、安倍総理大臣は
就任最初の外遊先の一つとして韓国を訪問

し、盧武鉉大統領と首脳会談を行った。こ
の会談では、日韓両国が自由と民主主義、
基本的人権等の基本的価値を共有するパー
トナーとして、未来志向の友好関係構築に
努力することで一致したほか、北朝鮮問題

（注１８）韓国は、コメ１０万トンをはじめとする、総額約２，３１０億ウォン（約２７７億円）分の緊急人道支援実施を８月に発表した。
（注１９）南北双方による、「開城（ケソン）工業団地」、「京義（キョンウィ）線及び東海（トンへ）線の鉄道・道路連結」、「金剛山観光事業」の三大協力事業においても、

様 な々動きが見られた。「京義線及び東海線の鉄道・道路連結」については、５月、予定されていた列車試験運行を北朝鮮側が突然中止を通告し、韓国側で
大きな波紋を呼んだ。また、「開城工業団地」、「金剛山観光事業」についても、１０月の北朝鮮による核実験を踏まえ、韓国が各事業に一部制限を加える等の
措置を講じた。なお韓国政府は、１１月６日の韓明淑（ハン・ミョンスク）国務総理による国会での施策演説で、「開城工業団地」、「金剛山観光事業」を今後も
継続していく旨明らかにしている。

（注２０）これは、北朝鮮の核問題を解決し、朝鮮半島の平和と安全を確保した上で、南北間の和解と交流を進め、朝鮮半島の繁栄を目指すものであり、そのための原
則として、①対話を通じた懸案解決、②相互信頼、互恵主義、③南北当事者原則に基づく円滑な国際協力、④国民参加拡大－を掲げている。こうした「平和・
繁栄政策」は、基本的に「確固たる安全保障体制を敷きつつ、南北間の和解・交流を積極的に進める」という金大中（キム・デジュン）前政権の「包容政策」を
受け継いだものといえる。

（注２１）２００２年７月には、価格体系や配給制度の変更を含む「経済管理改善措置」を実施し、一定範囲で利潤の追求を認めている。また、２００３年には公の管理の下
に、総合市場を全土に３００か所余り設置したとされ、個人や企業が農産品や消費財を販売している。

（注２２）これは、２０００年の約２倍に当たる。
（注２３）対前年比１４．１％増。なお、中国から北朝鮮への主要輸出品目は、原油、豚肉、トウモロコシなどであるのに対し、北朝鮮から中国への輸出品目上位は、無煙

炭、鉄鉱石、水産物などである。
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等に関しても意見交換を行い、両首脳の間
における個人的信頼関係を構築する良い機
会となった（注２４）。
また、外相レベルにおいても、国連事務

パン ギ ムン

総長に就任した潘基文外交通商部長官の後
ソンミンスン

任となった宋旻淳長官が、１２月２６日、就任
後単独での初めての外遊先として日本を訪
問し、安倍総理大臣への表敬、日韓外相会
談及び塩崎官房長官への表敬を行った。
２００２年のサッカー・ワールドカップ共同
開催の成功、「日韓国民交流年」の実施等
を通じて着実に醸成されてきた日韓両国民
間の相互理解と交流の流れは、２００５年の国
交正常化４０周年を記念して行われた「日韓
友情年２００５」により、一層高まった。この
モメンタムを維持し、国民間交流を促進す
るとの観点から、日韓両政府は、２００６年以
降を「ポスト友情年」と位置付け、９月に
はソウルで「日韓交流おまつり２００６」を開
催した（注２５）。また、１１月に東京で開催され
た「日韓青少年対話の広場」大学生版では、
日韓両国の大学生による活発な議論が展開
された。このような種々の行事を通じて、
日韓両国の市民レベルでの交流が着実に拡
大していることを示すことができたといえ
よう。

両国民の往来の数もこの４０年間で飛躍的
に増えた（注２６）。特に、３月から、日本を訪
問する韓国人に対する恒久的査証免除措置
を実施する等、日韓両政府が両国民間の交
流環境の整備のための施策を講じたことも
あり、訪日韓国人旅行者数は年間２１２万人
（国際観光振興機構（JNTO）推計値）に
上った。
また、１月２０日、日本と韓国との間でよ
り充実した内容の刑事共助を実施し、また
その確実性を高めることを可能とする「刑
事に関する共助に関する日本国と大韓民国
との間の条約」（日韓刑事共助条約）が両
国間で署名された。この条約の締結につい
ては、５月には日本側の国会において、１２
月には韓国側の国会において、それぞれ承
認（同意）され、１２月２７日に、麻生外務大
臣と宋旻淳外交通商部長官との間で批准書
の交換式が行われた。また、同条約は、
２００７年１月２６日に発効した。
一方、４月には、日韓双方のEEZの主
張が重複する海域での日本の海底地形調査
計画を巡り、日韓両国が対立した。７月に
は、EEZの主張が重複する海域及び竹島
領海において韓国側が海流調査を行い、対
立が再燃した。その後、日韓間で協議を重

（注２４）１１月に行われたAPEC首脳会議の際にも、日韓首脳会談が行われ、未来志向の日韓関係構築に向けて互いに努力していくこと等で両首脳が一致した。
（注２５）「日韓交流おまつり２００６」には、日韓合わせて４８団体、約１，６００人が出演し、約５万人の観衆から盛大な拍手と声援を受けた。
（注２６）国交正常化当時には年間約１万人であった両国間の人の往来は、現在では一日１万人を超え、２００６年には約４４６万人（国際観光振興機構（JNTO）推計

値）の往来があった。

盧武鉉韓国大統領と会談する安倍総理大臣（１０月９日、ソウル 写真提供：内閣広報室）
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ねた結果、１０月には、EEZの主張が重複
する海域において日韓共同で放射能調査が
行われた。問題の根本的解決のため、６月
及び９月にEEZ境界画定交渉が行われ、
現在も交渉が継続中である。また、海洋の
科学的調査に係る暫定的な協力の枠組みに
ついても協議が行われている。
過去に起因する諸問題については、日本
は、日韓歴史共同研究の推進（注２７）、朝鮮半
島出身者の遺骨調査・返還に向けた作業の
推進（注２８）、在韓被爆者問題への対応（注２９）、在
韓ハンセン病療養所入所者への対応（注３０）、
在サハリン「韓国人」に対する支援（注３１）な

しん し

ど、多岐にわたる分野で真摯に取り組み、
目に見える進展を図ってきている。

（ロ）日韓経済関係
２００６年は、前年に引き続き日韓間の貿易
が増大し、韓国への輸出は対前年比１４％、
韓国からの輸入は対前年比１８％（速報値）
増となり、総額では対前年比１５％（速報値）
増となった。また、日本から韓国への投資
も高い水準を維持した。同時に、近年進ん
できた日韓の企業間の提携・協力関係も
IT分野を中心に進展し、両国の経済関係
は一層深化したものとなった。
日韓経済関係の緊密化を背景に、２００２年
７月の第４回協議以来中断されていた日韓
ハイレベル経済協議の第５回協議が１２月に
開催され、両国のマクロ経済及び通商政
策、日韓経済連携協定（EPA）交渉、両

国間の協力関係について意見交換が行われ
るとともに、今後も同協議を定期的に開催
することで一致した。

（ハ）韓国情勢
（ⅰ）内政
２００３年２月の発足当時は国民の高い支持
を得ていた盧武鉉政権であったが、経済不
況等により、就任後早くから支持が低下し
た。盧武鉉大統領の支持率は、２００４年の弾
劾訴追決議とそれに続く総選挙、２００５年３
月の竹島問題を巡る対日強硬姿勢の表明な
どの際に一時的に上昇した以外は、趨勢的
に低い状況が続いている。
政党関連の動きとしては、５月３１日に、
統一地方選挙が行われ、最大野党ハンナラ
党が主要１６自治体首長中１２ポストを確保し
て大勝した。他方、与党ウリ党は地盤とい

テ ジョン チュンチョンナム ド チョル

われる大田市長（忠 清南道）を失い、 全
ラ プク ト

羅北道知事の１ポストを確保するのみにと
どまった。さらに、７月、１０月の補欠選挙
の結果、国会におけるハンナラ党勢力が拡
大し、ハンナラ党の高支持率、与党ウリ党
の低迷が継続している（注３２）。２００７年１２月末
に行われる次期大統領選挙に向け、８月以

イ ミョンバク パク ク ネ

降、李明博前ソウル市長、朴槿恵前ハン
ナラ党代表をはじめとする有力候補たちが
出馬の意向を示しており、また、与党ウリ
党内では、党内分裂に向けた動きが見られ
る等、大規模な政界再編の可能性を含め、
引き続き注視していく必要がある。

（注２７）日韓歴史共同研究は、２００１年１０月に行われた日韓首脳会談において、歴史教科書問題に関連し、正確な歴史事実と歴史認識に関する相互理解の促進が
重要であるとして、立ち上げに合意された。日韓の歴史学者で構成される日韓関係史に関する共同研究委員会とともに、官民で構成される合同支援委員会
を設置し、２００２年５月に第１回全体会合を開催した。共同研究は２００５年３月まで約３年間にわたって行われ、６月に最終報告書を公表した。また、２００５年
６月の日韓首脳会談において、第２期共同研究の立ち上げ、及び同枠組みの下に「教科書小グループ」を設立することにつき合意がなされた。

（注２８）遺骨問題に関しては、２００６年に入ってから、２回の政府間協議と１回の実務者協議が行われ、これらの協議を通じ、目に見える具体的な成果が上がりつつあ
る。まず、旧民間徴用者等の遺骨の実地調査に関しては、８月の福岡県・田川市における日韓共同調査をはじめとして、これまで４１回にわたり調査が行われて
いる。また、韓国側の希望を踏まえ、８月下旬、サイパン及びテニアンにおける遺骨調査事業への韓国側のオブザーバー参加が実現した。さらに、１２月、戦後
初めて、韓国人遺族による海外追悼巡礼が、日韓両政府の支援の下、サイパン、フィリピン及びパラオにおいて行われた。

（注２９）第２次世界大戦時に広島もしくは長崎に在住して原爆に被爆した後、日本国外で居住している方 に々対する援護の問題。これまで国外に居住している被爆
者は、被爆者援護法に基づく手当の認定申請や葬祭料の支給申請を来日して行う必要があったが、２００５年１１月３０日から、申請を行う被爆者の居住地を管
轄する在外公館その他最寄りの在外公館等を経由して申請を行うことが可能になった。

（注３０）終戦前に日本が設置した日本国外のハンセン病療養所入所者が、「ハンセン病療養所等に対する補償金の支給等に関する法律」に基づく補償金の支払を
求めていたが、２月に法律が改正され、新たに国外療養所の元入所者も補償金の支給対象となった。

（注３１）終戦前、様 な々経緯で旧南樺太（サハリン）に渡り、終戦後、ソ連による事実上の支配の下、韓国への引揚げの機会が与えられないまま、長い期間にわたり、
サハリンへの残留を余儀なくされた朝鮮半島出身者の一時帰国事業、永住帰国支援を行ってきている。２００５年には永住帰国施設として安山（アンサン）療養
院を建設し、２００６年には、サハリン残留者が文化の伝承や世代間交流を図る場としてサハリン韓国文化センターを建設した。

（注３２）３月、李海瓚（イ・ヘチャン）国務総理は「３．１独立式典」に参加せずゴルフをしていたという事実が明らかになったため辞任し、その後任に、女性部・環境部で
長官を務めたことのあるウリ党の韓明淑議員が韓国初の女性国務総理として任命されたが、盧武鉉大統領への支持率はその後も下落を続け、１２月には約
１０％と過去最低の支持率を記録した。
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日韓経済関係

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006（年）

（億円）

対韓輸出額
対韓輸入額
収　 支

31,532
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13,905

1997
20,045
15,772
4,273

1998
26,062
18,243
7,819
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20,884
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26,756 

2006
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（ⅱ）経済
韓国の経済成長率（GDP成長率）は、

２００６年第１四半期は対前年比６．１％と好調
であったが、その後緩やかに減速し、第２
四半期には５．３％、第３四半期には４．８％、
第４四半期は４．０％となり、通年では５．０％
（速報値）となった。失業率は３．５％と前
年に引き続き低い水準を保ったが、青年層
の失業率は７．９％と高い水準で推移した。
貿易については、ウォン高にもかかわら

ず過去最高の輸出額を記録し、貿易総額は
対前年比１６％（暫定値、以下同じ）増となっ
た。貿易収支については、原材料価格や原
油価格の高騰、中国からの輸入の急増（対
前年比２６％増）等により輸入が対前年比
１８％の伸びを示したことを受け、対前年比
２８％縮小した。経常収支についても、ウォ
ン高による海外旅行の増加等を受けて縮小
し、対前年比５９％減となった。

２．中国とその近隣地域及びモンゴル国

（１）中華人民共和国

【総 論】
〈安倍総理大臣の訪中〉

おん か ほう

１０月８日、安倍総理大臣は温家宝国務院

総理の招待により、就任後初の外国訪問と
こ きんとう ご ほう

して中国を訪問し、胡錦濤国家主席、呉邦
こく

国全国人民代表大会常務委員会委員長、温
家宝国務院総理（以上、中国共産党の序列
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上位３名）と胸襟を開いた会談を行っ
た（注３３）。この中で日中双方は、アジア及び
世界の平和、安定及び発展に対して建設的
な貢献を行っていくことが新たな時代にお
ける両国の責務であるとの認識の下、「政
治」と「経済」という２つの車輪を力強く
作動させることにより、日中関係を更に高
度な次元に高め、地域及び国際社会の諸問
題に共に取り組む、共通の戦略的利益に立
脚した互恵関係（「戦略的互恵関係」）を築
きあげていくことで一致した。総理大臣訪
中においては、以上の点を明記した「日中
共同プレス発表」が発出された。
また、両国首脳間の信頼関係構築のため
頻繁に対話を行っていくことで一致し、ま
た、安倍総理大臣から、胡錦濤国家主席及
び温家宝総理の訪日を招請し、中国側は同
意した。
その後、２００７年１月のASEAN関連首

脳会議（フィリピン・セブ）での日中首脳
会談において、温家宝総理が４月上中旬に
訪日する意向を表明した。

【各 論】
（イ）共通の戦略的利益拡大のための協力
日中両国は、安倍総理大臣訪中の際の

様々な合意を踏まえ、幅広い分野で両国共

通の戦略的利益の拡大・深化につき、国際
会議の場での日中首脳及び外相会談等、
様々な機会をとらえて、協議を行ってきて
いる。
北朝鮮の核問題については、首脳会談や
外相会談を含む累次にわたる意見交換を通
じ、緊密に協力していくことで一致してい
る。また、拉致問題については、中国首脳
から、日本国民の関心について理解が示さ
れるとともに、必要な協力は提供したいと
の意向が示されている。
エネルギー・環境分野では、協力の強化
と、対話のレベルアップ等協力促進のため
の具体的方策の検討で一致したことを受け
て、１１月の日中首脳会談の際には、安倍総
理大臣から、省エネ・環境官民合同モデル
事業の実施とエネルギー閣僚政策対話の創

ば

設を提案し、１２月に甘利経済産業大臣と馬
がい

凱国家発展改革委員会主任の間で合意に達
した。
経済分野では、安倍総理大臣訪中の際
に、日中韓投資協定の早期締結で合意した
ほか、金融、情報通信技術、知的財産保護
等に関する協力の強化で一致した。また、
２００７年１月の日中首脳会談において、日中
経済閣僚会議の立ち上げに原則的に合意し
た。

（注３３）日本の総理大臣による中国訪問としては２００１年の小泉総理大臣以来５年ぶり、公式訪問としては、１９９９年の小渕総理大臣以来７年ぶりとなるものであっ
た。

中国での歓迎式典に臨む安倍総理大臣（１０月８日、北京）
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地域及び国際社会における協力について
は、APECや EAS、日中韓首脳会議等を
通じて、幅広い協力を推進していくことで
合意したほか、国連改革について、安保理
改革を含む改革の必要性及びこれに関する

日中間の対話の強化で一致している。

（ロ）あらゆるレベルでの対話
日中両国は、近時、首脳、閣僚を含むあ
らゆるレベルで対話を重ねている。首脳間

日中共同プレス発表

１．安倍晋三日本国内閣総理大臣は、温家宝中華人民共和国国務院総理の招待に応じ、２００６年１０月８日から９日まで中華人
民共和国を公式訪問した。安倍総理は、胡錦濤中華人民共和国主席、呉邦国全国人民代表大会常務委員会委員長、温家
宝国務院総理とそれぞれ会見、会談を行った。

２．日本側及び中国側双方は、国交正常化後３４年間、日中両国間の各分野における交流と協力が絶え間なく拡大・深化し、
相互依存が更に深まり、日中関係が両国にとり最も重要な二国間関係の一つとなったとの認識で一致した。また、双方
は、日中関係の健全かつ安定的な発展の持続を推進することが、両国の基本的利益に合致し、アジア及び世界の平和、
安定及び発展に対して共に建設的な貢献を行うことが、新たな時代において両国及び両国関係に与えられた厳粛な責任
であるとの認識で一致した。

３．双方は、日中共同声明、日中平和友好条約及び日中共同宣言の諸原則を引き続き遵守し、歴史を直視し、未来に向か
い、両国関係の発展に影響を与える問題を適切に処理し、政治と経済という二つの車輪を力強く作動させ、日中関係を
更に高度な次元に高めていくことで意見の一致をみた。双方は、共通の戦略的利益に立脚した互恵関係の構築に努力
し、また、日中両国の平和共存、世代友好、互恵協力、共同発展という崇高な目標を実現することで意見の一致をみ
た。

４．双方は、両国の指導者の間の交流と対話が両国関係の健全な発展に重要な意義を有すると考える。日本側より中国の指
導者の日本訪問を招待したのに対し、中国側は感謝の意を表明し、原則的にこれに同意し、双方は、外交ルートを通じ
て協議することで意見の一致をみた。双方は、両国の指導者が国際会議の場においても頻繁に会談を行うことで意見の
一致をみた。

５．中国側は、中国の発展は平和的発展であり、中国が日本をはじめとする各国と共に発展し、共に繁栄していくことを強
調した。日本側は、中国の平和的発展及び改革開放以来の発展が日本を含む国際社会に大きな好機をもたらしているこ
とを積極的に評価した。日本側は、戦後６０年余、一貫して平和国家として歩んできたこと、そして引き続き平和国家と
して歩み続けていくことを強調した。中国側は、これを積極的に評価した。

６．双方は、東シナ海を平和・協力・友好の海とするため、双方が対話と協議を堅持し、意見の相違を適切に解決すべきで
あることを確認した。また、双方は、東シナ海問題に関する協議のプロセスを加速し、共同開発という大きな方向を堅
持し、双方が受入れ可能な解決の方法を模索することを確認した。

７．双方は、政治、経済、安全保障、社会、文化等の分野における各レベルでの交流と協力を促進することで意見の一致を
みた。
・エネルギー、環境保護、金融、情報通信技術、知的財産権保護等の分野を重点として、互恵協力を強化する。
・経済分野において、閣僚間の対話、関係当局間の協議や官民の対話を推進する。
・２００７年の日中国交正常化３５周年を契機として、日中文化・スポーツ交流年を通じ、両国民、特に青少年の交流を飛躍的
に展開し、両国民の間の友好的な感情を増進する。
・日中安全保障対話や防衛交流を通じて、安全保障分野における相互信頼を増進する。
・日中有識者による歴史共同研究を年内に立ち上げる。

８．双方は、国際問題及び地域問題における協調と協力を強化することで意見の一致をみた。
双方は、核実験の問題を含む最近の朝鮮半島情勢に深い憂慮を表明した。この関連で、双方は、関係方面と共に、六者
会合の共同声明に従って六者会合プロセスを推進し、対話と協議を通じて、朝鮮半島の非核化の実現、北東アジア地域
の平和と安定の維持のため、協力して共に力を尽くすことを確認した。
双方は、東アジア地域協力、日中韓協力における協調を強化し、東アジアの一体化のプロセスを共に推進することを確
認した。
双方は、国連について安保理改革を含む必要かつ合理的な改革を行うことに賛成し、これにつき対話を強化する意向を
表明した。

９．日本側は、安倍晋三内閣総理大臣の中国訪問期間中における中国側の心のこもった友好的な接遇に対し、感謝の意を表
明した。

２００６年１０月８日北京で発表した。
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では、前述の安倍総理大臣訪中に加え、
２００６年１１月のAPEC首脳会議（胡錦濤国
家 主 席 と の 会 談）及 び２００７年１月 の
ASEAN関連首脳会議（温家宝総理との会
談）の際に日中首脳会談が行われた。麻生

り ちょうせい

外務大臣と李肇星中国外交部長との間で
は、５月（アジア協力対話（ACD）外相
会合、於：ドーハ）、７月（ARF閣僚会合、
於：クアラルンプール）、１１月（APEC閣
僚会議、於：ハノイ）、１２月（於：セブ）
と、計４回の外相会談が行われた。これら
の会談を通じ、両外相は、日中関係が両国
にとり最も重要な二国間関係の一つである
との認識を共有し、あらゆる分野における
交流の促進で一致したほか、安倍総理大臣
訪中の成果を踏まえつつ、日中間の「戦略
的互恵関係」の構築に向けた具体的な意見
交換を行ってきている。事務レベルでは、
２月、５月、９月及び２００７年１月に次官級
の日中総合政策対話が実施されたのをはじ
め、幅広い分野において間断のない対話が
行われた。また、これらのほかにも、関係
省庁等による閣僚級や実務レベルの協議が
幅広く行われた。
有識者間の対話としては、安倍総理大臣
訪中の際の両国首脳間の合意に基づき、日
中歴史共同研究の第１回会合が１２月２６日か
ら２７日にかけて北京で開催された。同共同
研究は、歴史に対する客観的認識を深める

ことによって相互理解の増進を図ることを
目的としており、日中平和友好条約締結３０
周年に当たる２００８年を目標に成果を提出す
ることとなっている。また、訪中の際、安
倍総理大臣からは、中国の愛国主義教育に
関連し、日本関連の教育や歴史展示物につ
いての適切な対処を要請した。中国側は、
日本の戦後の平和国家としての歩みを積極
的に評価し、「共同プレス発表」にも明記
された。また、「新日中友好２１世紀委員会」
の第４回、第５回会合がそれぞれ３月、１０
月に開催され、２００７年の最終報告書のとり
まとめを念頭に、「戦略的互恵関係」の構
築に資する提言を行っていくこととなった。

（ハ）活発な人的交流
（ⅰ）日中間の人的交流の現状
２００５年、日中間の人的往来は約４１７万人
に達した（訪日者数約７８万人、訪中者数約
３３９万人）。また、中国における在留邦人数
も１０万人を突破した（２００５年１０月現在、約
１１万５，０００人）ほか、日本に居住する中国
籍の外国人登録者数も５０万人（２００５年末現
在、約５２万人）を超えた。このように、日
中関係の基盤ともいえる人的交流は、引き
続き拡大している。
こうした人的交流の拡大に伴い、領事、
治安分野における日中間の協力はますます
重要性を増しており、６月には、第１２回日

ASEAN関連閣僚会議に際し、会談に臨む麻生外務大臣と李肇星中国外交部長
（１２月９日、フィリピン・セブ）
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外務省による招聘事業

スキーム名称 対　　　象 2006年度（実績）

21世紀パートナーシップ促進
招聘
中央党校交流事業
中国国家行政学院の招聘
日中２１世紀交流事業
（中国高校生の招聘）
中国教育関係者の招聘
人材育成奨学計画＊

各界において将来指導的立場に就くことが
有力視されている人物

中国共産党の幹部候補生

各国家行政機関の幹部候補生

各地から選抜された高校生

各地から選抜された教員

将来が期待される優秀な若手行政官

63名

82名

44名

約1,200名

18名

43名

開始時期・規模

1980年～　毎年約  80名

2000年～　毎年約100名

1999年～　毎年約  30名

２００６年　　　約１,２０0名

1996年～　毎年約  20名

2003年～　毎年約  40名

（予定）

外務省による派遣事業

スキーム名称 対　　　象 2006年度（実績）
日本青年の派遣
中央党校交流事業
日中２１世紀交流事業
（日本高校生の派遣）
日本教育者の派遣
日本行政官の派遣

将来の活躍が期待される優秀な青年

日本官民の幹部候補生

各地から選抜された高校生

各地から選抜された教育委員会職員、教員

国家公務員・地方公務員

98名

45名

200名

34名

25名

開始時期・規模
1999年～　毎年約100名

2000年～　毎年約  50名

2001年～　毎年約  50名

1996年～　毎年約  30名

2005年～　毎年約  30名

2006年の主な日中政府間対話

東シナ海資源開発問題に関する非公式協議（1月9日、於：東京）
塩崎外務副大臣訪中（1月17日～19日、於：北京）
日中総合政策対話第4回会合（2月10日～11日、於：東京、新潟）
第4回東シナ海等に関する日中協議（3月6日～7日、於：北京）
金田外務副大臣訪中（4月10日～13日、於：香港、北京）
日中総合政策対話第5回会合（5月7日～9日、於：北京、貴陽）
第5回東シナ海等に関する日中協議（5月18日、於：東京）
日中外相会談（5月23日、於：ドーハ）
日中外相電話会談（7月5日・9日）
第6回東シナ海等に関する日中協議（7月8日～9日、於：北京）
第10回日中安保対話（7月21日～22日、於：北京）
ARF閣僚会合の際の日中外相会談（7月27日、於：クアラルンプール）
遠山外務大臣政務官訪中（8月29日～9月4日、於：北京、西安、上海）
日中総合政策対話第6回会合（9月23日～26日、於：東京）
安倍総理大臣訪中（10月8日～9日、於：北京）
日中外相電話会談（10月9日）
APEC閣僚会議における日中外相会談（11月16日、於：ハノイ）
APEC首脳会議における日中首脳会談（11月18日、於：ハノイ）
日中外相会談（12月9日、於：セブ）
浅野外務副大臣訪中（五カ国エネルギー大臣会合出席、12月15日～18日、於：北京）
第5回日中経済パートナーシップ協議（12月20日、於：北京）
日中外相電話会談（12月25日）

中領事当局間協議を東京で開催し、出入国
管理、治安問題、査証、自国民保護、司
法・刑事分野における協力等の問題につい
て意見交換を行った。

（ⅱ）青少年交流の積極的推進
日中両国の長期的な関係発展の基礎とな
る国民間の相互信頼関係を育むために、政
府は様々な枠組みを活用して日中間の人的
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交流を支援している。特に、日中関係の将
来を担う青少年交流を推し進めるため、
２００６年、日中高校生の相互訪問を柱とする
「日中２１世紀交流事業」を開始し、約１，２００
名の中国高校生代表団を招聘、学校訪問や
ホームステイ等の交流を通じて対日理解を
促進したほか、中国側の招聘の形で、約
２００名の日本の高校生を中国に派遣してい
る。これら高校生交流については、安倍総
理大臣訪中の際の日中首脳会談等の機会を
通じて、その長期的実施で合意しており、
引き続き、未来の日中関係の発展の種を植
えるとの観点から、こうした事業を促進し
ていく考えである。

（ⅲ）対日理解促進のための努力
以上を含め、官民で日中間の相互理解促
進のための様々な取組が行われている一
方、中国においては、依然として日本に対
する理解に不十分な面がある。こうした状
況を踏まえ、日本政府としては、日中国交
正常化３５周年に当たる２００７年を「日中文
化・スポーツ交流年」と位置付け、日本の
戦後６０年間の歩みも含めて、新しい日本の
イメージを中国国民に伝えていくことを目

的に、政府・民間・地方の連携の下に各種
文化交流、記念事業を展開していくことと
した。また、日中両首脳は、同交流年を通
じて、日中間の交流を飛躍的に発展させ、
交流人口５００万人突破を目指して努力する
ことで一致している。

（ニ）経済関係の深化
（ⅰ）日中経済関係の発展
日中間の貿易・投資等の経済関係はとり
わけ中国の世界貿易機関（WTO）加盟後
を契機に大きく発展している。２００６年の日
中貿易総額は、対香港の貿易総額も含める
と２，４９３億ドルとなり、３年連続で日米貿
易総額を上回った（注３４）。また、中国側統計
によれば、２００６年の日本からの対中直接投
資額は４６億ドルで、４年ぶりに前年を下
回ったものの、引き続き、香港、バージン
諸島に次ぐ第３位の規模となっている（注３５）。
相互補完関係が一層深化する日中経済関
係の中では、発生し得る種々の問題や経済
摩擦を未然に防ぐことが重要である。政府
としては、日中経済パートナーシップ協議
（外務審議官級）（注３６）等の二国間協議の場
で、知的財産権問題をはじめとする貿易、

（注３４）財務省発表速報値。同データによれば、２００６年の対香港貿易を除いた日中貿易総額は２，１１３億ドル、日米貿易総額は２，１３７億ドル。
（注３５）中国商務部統計。対中直接投資額（実行ベース）で、第１位の香港（２０２億ドル）に、英領バージン諸島（１１２億ドル）、日本、韓国（３９億ドル）、米国（２９億ド

ル）が続く。
（注３６）２００２年４月、第１回ボアオ・アジア・フォーラムの際に行われた小泉総理大臣と朱鎔基（しゅ・ようき）総理との会談で設立に合意した。貿易・投資を中心とす

る日中経済関係の在り方につき、総合的な見地から議論を行い、両国間の経済分野における問題点を早期に発見し紛争の未然防止を図るとともに、両国経
済の相互補完関係を一層強化していくことを目的としている。２００６年１２月に第５回協議を開催した。

日中２１世紀交流事業での日中の高校生交流の様子
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貿易統計をもとに日本貿易振興機構（JETRO）が算出。
（注）対香港貿易を含まず。

投資に係る様々な問題を協議するととも
に、WTO・対中TRM（注３７）でも、中国によ
るWTO加盟約束の履行状況等について
問題提起を行っている。

（ⅱ）対中国経済協力
近年、中国は沿海部を中心に著しい経済
発展を遂げていること等を背景に、日本の
対中政府開発援助（ODA）も大幅な減少
傾向にある。このうち、対中ODAの大部
分を占める円借款については、２００８年の北
京オリンピック前までにその新規供与を円
満終了することについて、日中間で共通認
識に達している。
無償資金協力については、日本にも直接
影響を及ぼし得る問題である中国の環境汚
染や感染症等の問題、日中両国民間の相互
理解の増進に資する分野、技術協力につい
ては、これらに加え、市場経済化や国際
ルールの遵守、良い統治の促進、省エネに
資する案件等を中心に実施している。
このように、政府としては、日中両国が

利益を共有する分野での協力を深めていく
ことが、日中関係にとっても重要と考えて
おり、対中ODAについては、今後とも、
日本の国益を踏まえつつ、個々の案件を精
査しながら日中関係全体の中で実施してい
く考えである。

（ホ）個別の分野における懸案
（ⅰ）東シナ海資源開発問題
日中間の懸案となっている東シナ海の資
源開発問題について、２００６年は、東シナ海
等に関する日中協議を４回（１月：非公式
協議、３月：第４回、５月：第５回、７月：
第６回）行い、開発作業の中止と情報提供
を求めるとともに、日本国内の厳しい雰囲
気を説明しつつ、迅速な解決を図るべく、
各々の法的立場、経済的利害、政治的困難
について様々な角度から突っ込んだ意見交
換を行ってきている。安倍総理大臣訪中時
には東シナ海を平和・協力・友好の海とす
るとの共通認識が確認されたが、これを早
期に実現するため、その後の首脳会談、外

（注３７）中国のWTO加盟に当たっては、加盟約束及びWTO協定遵守状況を点検するため既存のWTO機関の下で経過的審査メカニズム（TRM）が設けられ
た。加盟後毎年、８年間にわたって行われる。
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日本の対中ODA実績

年　度 有償資金協力（注1）

（注2）

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
合　計

1,296.07
1,373.28
1,387.43
1,403.42
1,414.29
1,705.11
2,029.06
2,065.83
1,926.37
2,143.99
1,613.66
1,212.14
966.92
858.75

－
31,330.56

（注１） 有償資金協力(円借款)及び無償資金協力については交換公文ベース、技術協力はJICA実績ベース(各省庁の行っている技
　　　　術協力や留学生受入れを含まない)｡
（注２） 2005年度分の円借款供与(747.98億円)については、交換公文の締結が2006年6月となったため、2005年度の実績と
　　　　しては計上していない。

無償資金協力（注1）

66.52
82.37
98.23
77.99
4.81
20.67
68.86
76.05
59.10
47.80
63.33
67.88
51.50
41.10
14.40

1,471.71

技術協力（注1）

  68.55
75.27
76.51
79.57
73.74
98.90
103.82
98.13
73.14
81.97
77.77
62.37
61.80
59.23
52.05

1,557.63

（単位：億円）

相会談において、協議のプロセスを加速す
るとともに、首脳レベルでも本件を注視
し、共同開発の方向で双方が受入れ可能な
解決の方法を模索することを確認した。

（ⅱ）遺棄化学兵器問題（注３８）

中国における旧日本軍の遺棄化学兵器問
きつ りん

題に関しては、吉林省ハルバ嶺地区（注３９）に
発掘・回収施設と廃棄施設を建設するた
め、現在準備作業が進められている。化学
兵器禁止条約上の廃棄期限である２００７年を
翌年に控えた２００６年７月、日中両国による
期限の５年延長の申請が化学兵器禁止機関
（OPCW）に認められ、新たな期限が２０１２
年となった。また、１２月には、第１０回日中
共同作業グループ会合が行われ、ハルバ嶺
事業の事業主体となる「日中遺棄化学兵器

処理連合機構」を設立することで実質的な
合意に達した。今後遺棄化学兵器による毒
ガス事故（注４０）を再発させないよう、できる
だけ早く処理するため日中共同で対処して
いく考えである。

【中国情勢】
（イ）内政（経済を含む）
２００６年の中国のGDP（名目額）は２０兆

９，４０７億元、実質成長率は１０．７％となり（注４１）、
引き続き高い経済成長を実現した。他方
で、格差拡大、投資過熱、エネルギー不
足、環境汚染、三農問題（注４２）、金融・財政
問題、就業・社会保障問題等といった課題
も顕在化している。土地収用や給料を巡る
トラブル、公務員の不正に対する不満等を
理由とする集団抗議が各地で発生した。

（注３８）第２次世界大戦終了時までに中国国内で遺棄された旧日本軍の化学兵器の処理問題。１９９０年、中国政府から本件の解決要請があった。１９９７年に発効し
た化学兵器禁止条約に基づき、日本は同兵器廃棄のために、すべての必要な資金、技術、専門家、施設その他の資源を提供し、中国はこれに対し適切な協
力を行うことになった。日中両国は、１９９９年に署名された「中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」の枠組みの下、同兵器廃棄のため、現地
調査や発掘・回収作業を共同で実施するとともに、専門的・技術的な諸事項について、両国の政府関係者や専門家が協議を重ねてきている。

（注３９）遺棄化学兵器は、北は黒龍江（こくりゅうこう）省から南は広東省まで広い範囲で存在が確認されているが、ほとんどは吉林省敦化（とんか）市ハルバ嶺地区に
埋設されており、その砲弾埋設数は３０万～４０万発と推定されている。また、現地調査や発掘・回収作業により、これまでに約３万８，０００発の遺棄化学兵器が
発掘・回収されている。

（注４０）２００３年８月に黒龍江省チチハル市において、２００４年７月に吉林省敦化市、２００５年６月に広東省広州市において遺棄化学兵器による毒ガス事故が発生
し、死者１名を含む被害者が発生している。

（注４１）中国国家統計局発表速報値。
（注４２）農民問題（農村と都市の収入格差や開発に伴う失地農民の問題等）、農村問題（農村荒廃、戸籍制度の問題）、農業問題（零細で非効率的な農業等によ

る食糧生産の減少の問題）を指す。
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胡錦濤指導部は、これらの課題に対応す
るため、３月の全国人民代表大会（注４３）の全
体会議において採択された今後５年間
（２００６年～２０１０年）の五か年計画（規画）
において、①GDP成長率平均７．５％、②
GDP単位当たりエネルギー消費量２０％削
減、主要汚染物の排出総量の１０％減少等を
主要目標として掲げるとともに、農村の振
興、医療や教育といった民衆の利益を重視
する政策を打ち出し、バランスのとれた発
展の重要性を強調した。１０月の中国共産党
中央委員会（注４４）の全体会議（六中全会）で
は、「調和のとれた社会」の建設に関する
「決定」を採択し、２０２０年までの目標とし
て、民主法制の整備、格差拡大の是正、思
想道徳や科学文化の向上といった事項を列
挙するとともに、「親民路線」（注４５）や「科学
的発展観」（注４６）といった胡錦濤指導部の特色
ある施政方針を強調した（注４７）。
さらに、公務員法や監督法等関連法規の
整備、モラル向上等を目指した党員教育の
推進、汚職幹部の取締り強化を通じた行政
サービスの改善に取り組む一方、インター
ネットや報道に対する管理を強化した（注４８）。
２００７年秋の党大会（注４９）を控え、各地方の幹
部について大幅な人事異動が進められてお
り、地方における胡錦濤指導部の政策の実
効性といった観点から注目される。

（ロ）対外関係
（ⅰ）総論
中国は経済発展のための安定した国際環
境確保のため、引き続き全方位外交を展開

している。米国、ロシア、欧州等の主要
国、ASEAN、朝鮮半島等の近隣諸国、さ
らにアフリカ、中近東、中南米に至るま
で、積極的な外交を推進している。このよ
うな姿勢は、中国・アラブ諸国協力フォー
ラム閣僚会議（６月、於：北京）、上海協
力機構（SCO）首脳会議（６月、於：上
海）、中国・ASEAN特別首脳会議（１０月、

なん ねい

於：南寧）、中国・アフリカ協力フォーラ
ム北京サミット（１１月、於：北京）等の開
催に見られる（注５０）。８月には北京で中央外
事工作会議を開催、中国の国内建設のた
め、平和な国際環境と良好な周辺環境が必
要であるとの認識を改めて強調した。

（ⅱ）米中関係
２００１年９月の米国同時多発テロ以降、協
力関係を進めている米中両国は、首脳の相
互訪問を軸に「建設的協力関係」を促進し
ており、北朝鮮、台湾、貿易、通貨等に関
する幅広い問題について意見交換を行って
いる。４月に胡錦濤国家主席が訪米、ブッ
シュ大統領との間で首脳会談を行った。ま
た、１１月には第３回米中シニア対話が開催
され、１２月にはポールソン財務長官が大統
領特使として訪中し、第１回米中戦略経済
対話を行った。さらに、ライス国務長官は
１０月の北朝鮮核実験後に、北京を訪問し、
北朝鮮への対応について米中間で協議を
行った。なお、米中首脳間、ライス国務長
官と李肇星外交部長間で北朝鮮問題等主要
問題についての電話会談もしばしば行われ
ている。他方、軍事交流も活発に行われて

（注４３）日本の国会にほぼ相当する中国の最高権力機関。現在の任期は５年、年１回３月ごろに全体会議が開催され、前年の政府活動報告やその年の活動計
画等が審議・採択される。今次会議は第１０期（２００３年３月～）の第４回会議。

（注４４）５年に１回開催される党大会で選出される中央委員によって構成され、党大会の閉会中の活動を指導、代行する。中央委員会の全体会議は、おおむね年
１回秋ごろに開催され、主として、党の方針・政策が決定される。今次会議は第１０期（２００２年１１月～）の第６回全体会議。

（注４５）「人を根本とする」との考え方。胡錦濤指導部が２００３年以来強調している。
（注４６）社会全体のバランスのとれた持続可能な発展を目指す考え方。
（注４７）「調和のとれた社会」を建設するかぎは共産党にあるとし、共産党の指導力を発揮するとともに、党内の民主化、党務の公開、党規律の厳格化等を推進し、腐

敗の防止メカニズムを整備し、党幹部への監督の強化を提唱。
（注４８）インターネット・ドメインの登録審査制度や検索サービスの制限、外国通信社の中国国内における報道情報発表に関する管理規則の制定等。他方、２００８年

の北京オリンピックまでの暫定措置として、外国記者の取材制限を緩和する動きもある。
（注４９）５年に１回開催される中国共産党の全国代表大会。党大会後に開催される中央委員会の第１回全体会議（一中全会）で党中央政治局常務委員（新指

導部）が選出される。
（注５０）このほかにも、李肇星外交部長が中国外交部長として恒例となる１月のアフリカ訪問を実施、４月には温家宝総理がオーストラリア、カンボジア等を訪問、胡

錦濤国家主席は４月訪米の後、サウジアラビア、モロッコ、ケニアを訪問、６月には温家宝総理がエジプト他アフリカ７か国を訪問、７月には胡錦濤国家主
席がロシアでのG８先進国首脳会議にあわせロシアを訪問、９月には温家宝総理がフィンランドでのASEM首脳会合に参加、１１月には胡錦濤国家主席
がラオス、ベトナム、インド、パキスタンを訪問し、ハノイで開催されたAPEC首脳会議に参加した。また、３月にはロシアのプーチン大統領が、１０月には韓国の
盧武鉉大統領が訪中した。



第
２
章

アジア・大洋州 第１節

33外交青書 2007

おり、５月にはファロン太平洋軍司令官が
かくはくゆう

訪中、７月には中国制服組トップの郭伯雄
中央軍事委員会副主席が訪米したほか、９
月及び１１月に米中海上共同捜索救難訓練が
実施された。

（ⅲ）軍事・安保情勢
中国は、海空戦力・戦略ミサイルを中心
に軍事力の近代化を進めるとともに、他国
との軍事交流を盛んに行っている。１８年間
連続して１０％以上の伸び（２００６年度公表値）
を示す国防費の内訳や軍事力近代化に不透
明な部分があることが注目されており、日
本は日中安保対話等、累次の機会を通じ、

より一層の透明性向上を中国に対して求め
ている。
２００７年１月、米国政府から日本に対し、
中国による弾道ミサイルの発射及び衛星の
撃墜について通報がなされた。日本は、宇
宙の安全利用及び安全保障上の観点からの
懸念を中国側に申し入れるとともに、事実
関係及び中国側の意図についての説明を求
めたが、中国側からは宇宙において１回の
実験を行ったとして、中国の宇宙の平和的
利用に関する立場等についての説明がなさ
れた。中国側の説明は日本の懸念を払しょ
くするものではなく、今後も機会をとらえ
て本件を提起していく考えである。

（２）台 湾
２月には、台湾当局が「国家統一委員会
の運用停止」と「国家統一綱領の適用停止」
を発表（注５１）し、これに対し日本は、平和的
解決のための当事者間の対話が早期に再開
されることを強く希望し、いずれかの側に
よるいかなる一方的な現状の変更の試みも
支持できないとの立場を表明した。

ちんすいへん

台湾内では、陳水扁総統及びその周辺の
不正疑惑を受け、野党側の３度にわたる総
統罷免案の提出（いずれも否決）や総統の
辞任を求める大規模な抗議活動が行われる
等、民進党政権に対する批判が強まった。

たか お

１２月に行われた台北・高雄市長選挙におい
ては、国民党候補者が台北市長に当選する
一方、民進党候補者が高雄市長のポストを

死守した。経済面では、日本の新幹線シス
テムを一部導入した台湾高速鉄道（台北－
高雄）が２００７年１月に一部を除き開通した。
なお、２００６年の年間成長率は４．６２％、２００６
年１２月の失業率は３．８１％だった。
日本との関係については、１９７２年の日中

共同声明に従い、非政府間の実務関係とし
て維持されている。日本にとって台湾は緊
密な経済関係を有する重要な地域であり、
台湾は米国、中国、韓国に次ぐ第４位の貿
易相手先となっている。人的往来の面で
は、２００５年以降、台湾居住者に対し短期滞
在査証が免除されており、２００６年の台湾か
ら日本への訪問者数は約１３５万人、日本か
ら台湾への訪問者数は約１１６万人となった。

（３）モンゴル国
チンギス・ハーンの即位（１２０６年）から

８００年目の節目に当たる２００６年は、１月の
人民革命党と祖国・民主連合による大連立
内閣の総辞職で幕を開けた。人民革命党は
首相の座を民主党から奪還し、エンフボル
ド人民革命党党首を首班とする新たな枠組

みの連立政権が発足した。外交面では、本
年を「大モンゴル建国８００周年」と銘打っ
た大々的な周年事業を展開したこともあ
り、夏場を中心に極めて多くの外国要人が
モンゴル国を訪問した。
経済面では、カシミアや銅の世界市況の

（注５１）国家統一委員会は、１９９０年に対中国政策の方針策定のため設けられた総統直属の諮問機関。国家統一綱領は、国家統一委員会が制定した対中国政策
の最高指導綱領。
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好調を背景に、本年も１９９４年以降続いてい
るプラス成長の維持が見込まれている。南
ゴビ地方の豊富な鉱物資源（コークス炭・
金・銅）の開発を巡る各国の駆け引きがま
すます熱を帯びる一方、国民の中では外国
資本の経済支配に対する反発の声も高まり
つつあり、採掘権及び採掘権料の取扱いや
環境保護のための方策、内外資本の調整方
法などを盛り込んだ鉱物資源法改正案が約
１年の議論を経て可決された。なお、夏を
前に、年利数十％という高金利を売り物に
巨額の預金を集めていた貯蓄貸付協同組合

は たん

のほとんどが連鎖的に破綻する事態が発
生、「建国８００周年」の祝賀ムードの陰で、
政府の監督責任者の暗殺や連日の抗議デモ

などが社会不安を呼び起こした。
日本との関係においては、３月にエンフ
ボルド首相が就任後初の外遊先として日本
を訪問し、小泉総理大臣との首脳会談を行
うとともに共同新聞発表を発出した。日本
からは、小泉総理大臣の単独訪問（８月）
をはじめ、現職閣僚２名及び総理大臣経験
者３名を含む国会議員約８０名がモンゴルを
訪れたほか、文化・スポーツなど民間関係
者のモンゴル訪問も空前の規模に達した。
さらに、秋以降は、モンゴル側から閣僚４
名が相次いで訪日したほか、政府・民間の
各界関係者の来訪も続き、こうした人的往
来を中心として両国の交流がより一層深
まった。

エンフバヤル・モンゴル国大統領との会談に臨む小泉総理大臣
（８月１１日、モンゴル・ウランバートル）



第
２
章

アジア・大洋州 第１節

35外交青書 2007

初めて日本に来たのは、１９９７年９月６日。モンゴルで開かれた明徳義塾高校の相撲

留学セレクションを勝ち抜き、日本への留学の夢を叶えたため。日本の第一印象は、

「暑い」。モンゴルは、９月といえばもう秋で、気温も低い。私は、牛の革ジャンを

着て日本に来てしまった。

日本にも、モンゴルの草原と似たような場所があった。それは、海。モンゴルには

海がない。初めて見た日本の海は、モンゴルの大草原と錯覚する位に青く、広いもの

だった。

右も左も分からなかった私が、日本の国技である相撲の「横綱」という地位に立て

たのは、私一人の力ではなく、日本で知り合った温かい心を持った人たちのおかげだ

と思う。

モンゴルには、日本で学びたい若者がたくさんいる。今後も、「朝青龍奨学生制度」

を継続させ、この制度が若者の励みとなってくれたらうれしい。そして、自分の後に

続くモンゴルの若者が１人でも２人でも出てきて、日本とモンゴルの懸け橋になって

ほしいと思う。また、日本の医療技術を提供できる病院をモンゴルに設立するなど、

モンゴルの医療界の発展につながる具体的な活動を考えていきたい。

私は今後も、伝統と格式のある相撲を愛し、日本とモンゴルの友好の懸け橋となっ

て両国の発展に一層尽力したい。

第６８代横綱 朝青龍 明徳

日本とモンゴルの友好の懸け橋として

写真提供：宇佐美博幸
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世界の各地域経済共同体等の域内及び対外貿易シェア及び総額（2005年）

出典：（貿易統計）IMF“Direction of Trade Statistics QUARTERLY Jun 2005”
　　　　　　　 財務省関税局Web Site、台湾国際貿易局Web Site
　　 （人口・GDP）世界銀行World Development Indicators

人口：４億５，９２２万人
GDP：１３兆３，００５億ドル
一人当たりGDP：２８，９６３ドル

人口：５億５，１４０万人
GDP：８，６９７億ドル
一人当たりGDP：１，５７７ドル

人口：２億６，１３５万人
GDP：１兆１，４１２億ドル
一人当たりGDP：４，３６７ドル人口：３１億５，１１６万人

GDP：９兆９，８７３億ドル
一人当たりGDP：３，１６９ドル

人口：４億３，１８６万人
GDP：１４兆３，３８７億ドル
一人当たりGDP：３３，２０２ドル

（単位：100万米ドル）
（注）（　）内は貿易総額に対する域内・対外貿易シェア

人口及びGDPは２００５年の数値

域内貿易
4,811,270
（65.7%）

対外貿易
2,510,830
（34.3%） 域内貿易

2,835,249
（55.9%）

対外貿易
2,239,899
（44.1%）

域内貿易
1,424,867
（43.5%）

対外貿易
1,853,887
（56.5%）

域内貿易
252,215（23.4%）

対外貿易
827,193（76.6%）

域内貿易
33,655（14.6%）

対外貿易
196,719（85.4%）

E U 東 ア ジ ア 地 域
ASEAN＋3＋香港・台湾・豪・NZ・印

NAFTA

ASEAN

MERCOSUR

３．東南アジア

（１）ASEAN情勢全般
ASEANは、２０１５年 ま で のASEAN共

同体形成を最大の目標として、様々な地域
統合の努力を展開している。特に、
ASEAN共同体形成に不可欠な域内開発格
差の是正のため、東アジア内外の主要国と
の関係を全方位的に強化している。また、
ASEAN共 同 体 の 基 本 文 書 と な る
「ASEAN憲章」を２００７年に起草すること
となっている。
２００６年は、将来の東アジア共同体も視野
に入れつつ、ASEANを「ハブ」とする地

域協力が一層進展した。７月２７日には、ク
アラルンプールで開催された米国・
ASEAN外相会議で、今後５年間の包括的
な協力の枠組みに合意した。中国とは、１０
月３０日に、中国・ASEANの対話関係構築
１５周年を記念する特別首脳会議を中国の南
寧で開催した。EUは、東南アジア友好協
力条約（TAC）への加盟意図を表明し、
２００７年１月のASEAN首脳会議の際に、
フランスが他の欧州諸国に先んじて同条約
に加盟した。
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ASEANの対各国・地域貿易額推移
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対米国 対EU ASEAN内対日中韓 対豪・NZ対インド

（２）日・ASEAN関係
日本との間においても２００６年は活発な要

人往来等を通じてASEAN諸国との関係
が強化された。特に、安倍総理大臣就任後
３か月間に、ベトナムのズン首相及びイン
ドネシアのユドヨノ大統領が来日し、ま
た、安倍総理大臣がフィリピンを訪問する
など、活発な首脳外交が展開された。
ASEANが、普遍的価値の共有を基礎と

して統合を進め、民主的で安定・繁栄した
地域となっていくことは、東アジア全体の
利益になるという基本的考え方の下、日本
はASEAN統合を積極的に支援している。
２００５年１２月の第９回日・ASEAN首脳会議
で小泉総理大臣が拠出意図を表明した日・
ASEAN統合基金（７５億円）は、２００６年３
月に設置された。５月には、同基金を活用
して、５０万人分の抗インフルエンザ剤等の
備蓄を含む、大規模な鳥インフルエンザ対
策事業が立ち上げられた。さらに、２００７年
１月の第１０回首脳会議では、安倍総理大臣

から、日・ASEAN経済関係の強化を目的
として、約５８億円の新たな協力を表明し
た。
貿易、投資、経済協力の面でも、日本は
ASEANにとって最大の域外貿易相手国、
投資国、ODA供与国であり、日本にとっ
てもASEANは最も重要な貿易・投資
パートナーの一つとなっている。特に、
EPAについては、７月にマレーシアとの
協定が発効し、９月にはフィリピンとの間
で協定に署名した。２００７年１月には、ベト
ナムとの間でEPAの第１回交渉会合を開
催し、２００６年１１月にはインドネシア、１２月
にはブルネイとの協定について、各々大筋
合意に至った。さらに、日本とASEAN
全体の更なる経済発展を目指し、交渉開始
から２年以内の可能な限り早期に日・
ASEAN包括的経済連携協定の交渉を終え
るよう努力することが首脳間で確認されて
いる。
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日本とASEAN（貿易・投資及び経済協力・旅行者数）

ASEANから見た日本

貿
易
関
係

投
資
関
係

経
済
協
力

旅
行
者
数

日本から見たASEAN

ASEANへの投資国

出典：ASEAN事務局
FDI FLOWS TO ASEAN BY

COUNTRY OF ORIJIN 1995～2005

日本の投資先

出典：財務省「国別・地域別
対外直接投資状況」
（２００４年度まで）及び

「国際収支状況」（２００５年）

ＡＳＥＡＮの貿易相手国

出典：IMF“DOTS QUARTERLY
June 2006”、

台湾国際貿易局Web Site

日本の貿易相手国

出典：財務省「貿易統計」

ＡＳＥＡＮへのＯＤＡ供与国

出典：ＯＥＣＤホームページ

日本のＯＤＡ供与先

出典：外務省ODA白書2005年版

ＡＳＥＡＮへの旅行者数

出典：日本ASEANセンター

日本人の旅行先

出典：国際観光振興機構

（注）四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
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（３）カンボジア
１月に初めての上院議員選挙が行われ、
与党である人民党が圧勝した。１０月には連
立与党であるフンシンペック党のラナリッ
ト党首が事実上党首から解任され独自の党
を立ち上げたことにより、フンシンペック
党は分裂した。
政府の国境画定政策を批判した人権活動
家の逮捕・拘留及び野党議員の議員特権剥
奪問題等一連の人権問題が起きたが、２
月、与野党の政治的妥協により収束した。

７月、クメール・ルージュ裁判（注５２）が、
正式に開始された。日本は、国連負担分の
約半分（２，１６０万ドル）を拠出しているほ
か、野口元郎検事が上級審判事に選ばれる
など、同裁判に大きく貢献している。
日本との関係では、５月にソー・ケーン
副首相兼内務大臣が訪日した。また、１２月
の浅野外務副大臣のカンボジア訪問の際
に、日・カンボジア二国間投資協定交渉の
開始が発表された。

（４）タ イ
２月、タクシン首相退陣を求めるデモが
拡大し、タクシン首相は下院を解散した。
４月、選挙が行われたが、野党のボイコッ
トや多数の白票により、議席が確定しない
事態となった。その後の再選挙でも議席は
確定せず混乱が続く中、司法当局は選挙を
違憲無効と判じた。９月、やり直し選挙を
控えた中、陸軍を中心とする無血クーデ
ターが発生し、タクシン首相は失脚した。
そして１０月、元枢密院顧問官のスラユット
首相を首班とする暫定政権が発足し、１年
後の選挙の実施、新憲法の起草等の課題に

取り組むこととなった。
日本との関係では、６月に行われたプミ
ポン国王陛下即位６０周年慶祝行事に天皇皇
后両陛下が御出席になり、１０月及び１２月に
は浅野外務副大臣がタイを訪問した。ま
た、２００７年１月、岩屋外務副大臣がタイを
訪問し、日タイ修好１２０周年開幕式典に出
席するとともにタイ要人と会談した。タイ
からは、５月にカンタティ外相が来日し、
８月にシリントーン王女殿下、１０月及び１１
月にチュラポーン王女殿下が来日した。

（注５２）１９７０年代後半に自国民を強制労働と虐殺により大量死させた民主カンボジア（クメール・ルージュ）政権の上級幹部を裁くため、国連の協力によりカンボジア
国内裁判所において実施される特別裁判。

スラユット・タイ首相を表敬する岩屋外務副大臣（１月１７日、タイ・バンコク）
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（５）ベトナム
４月の第１０回共産党大会で指導部

の大幅な若返りが行われ、実務重視
型の体制となった。１１月には、議長
国としてAPEC首脳会議及び閣僚
会議を主催した。国内経済は近年
７％～８％台の成長を続けており、
WTO加盟が実現した。
日本との関係では、１０月にズン首

相が首相就任後初の公式訪問として
訪日し、安倍総理大臣との間で両国
首脳間では初となる共同声明「アジ
アの平和と繁栄のための戦略的パー
トナーシップに向けて」を発出した。
またその際、二国間経済連携協定の正式交
渉を２００７年１月から開始することに両首脳
間で合意した。１１月のAPEC首脳会議の
際には、安倍総理大臣のベトナム公式訪問
が行われた。また安倍総理大臣のベトナム

訪問と同時期に、１３０名を超える大規模な
経済ミッションが派遣され、官民一体と
なって日・ベトナム経済関係の強化に取り
組んだ。

（６）ミャンマー
国際社会の強い働きかけにもかかわら
ず、アウン・サン・スー・チー女史の自宅軟
禁が続く中、５月にミャンマー政府は、同
女史の自宅軟禁措置を更に１年延長した。
新憲法の基本原則を決定するための国民
会議は開催されているが、国民民主連盟
（NLD）を含む一部政党は依然として参
加していない。
ミャンマーの民主化・人権状況に改善が
見られないことを背景に、９月には、国連
安全保障理事会において「ミャンマー情勢」

が初めて正式な議題として決定され、２００７
年１月には、「ミャンマー情勢」に関する
安保理決議案（提案国：米国及び英国）の
投票が行われたが、中国及びロシアの拒否
権発動により否決された。
日本は、アウン・サン・スー・チー女史
を含むすべての関係者が関与する形での国
民和解と民主化プロセスの具体的進展を求
め、対話を通じた働きかけを粘り強く行っ
ており、種々の機会をとらえてミャンマー
政府幹部に対し働きかけを行っている。

（７）ラ オ ス
３月に第８回人民革命党大会が開催さ
れ、今後５年間の指針となる党大会決議及
び第６次社会経済開発５か年計画が採択さ
れた。また、６月にはチュンマリー大統領
及びブアソーン首相その他の主要閣僚が新
たに選ばれた。

７月末から３年間、ラオスがASEAN
対日調整国として、日本とASEANの窓
口を務めることになった。１２月にはトンル
ン副首相兼外相が訪日して日・ラオス外相
会談を行い、日・ラオス二国間投資協定交
渉の開始が合意された。また、同月には、

会談後、日・ベトナム共同声明に署名した安倍総理大臣とズン・ベトナム首相
（１０月１９日、総理大臣官邸 写真提供：内閣広報室）
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1988年
 9 月

1989年 3 月
 6 月
 7 月
1990年 5 月
1993年 1 月
1995年 11 月
1997年 7 月
 11 月
2000年 9 月
2003年 5 月
 8 月
 9 月
2004年 5 月
 10 月
 
2005年 7 月
 11 月
2006年 9 月
2007年 1 月

全国的な民主化運動が発生。アウン・サン・スー・チー女史が民主化運動のリーダーに。
国軍がデモを鎮圧して国権を掌握し、国家法秩序回復評議会（SLORC）政権を樹立。スー・チー女史は、国民民
主連盟（NLD）を結成。
政府は公式に「ビルマ式社会主義」を放棄し市場経済へ移行。
国名の英語表記を「ビルマ連邦」から「ミャンマー連邦」に変更。
スー・チー女史に対する自宅軟禁措置を開始（～１９９５年７月）。
総選挙を実施。NLDが約８割の議席を獲得して圧勝。
国民会議開始。
NLDが国民会議をボイコット。SLORCはNLDを国民会議から除名。
ASEANに加盟。
SLORC解散。国家平和開発評議会（SPDC）設立。
スー・チー女史に対する自宅での行動制限措置を開始（～２００２年５月）。
スー・チー女史はじめNLD関係者が地方遊説中、当局に拘束される。
ミャンマー政府は民主化を目指す７段階の「ロードマップ」を発表。
政府によって拘束されていたスー・チー女史が自宅に戻され、軟禁状態となる。
国民会議が約８年ぶりに再開。
ASEM首脳会合（於：ハノイ）にて、ミャンマーのASEM新規参加が承認される。
キン・ニュン首相の更迭及び後任としてソー・ウインSPDC第一書記の首相就任を発表。
政府は、２００６年のASEAN議長国就任を見送ると発表。
政府は、首都機能をヤンゴンからピンマナ（後にネーピードーと命名）に移動すると発表。
国連安保理において「ミャンマー情勢」が正式議題化。
国連安保理において「ミャンマー情勢」に関する安保理決議案（提案国：米国及び英国）の投票が行われたが、
中国及びロシアの拒否権の発動により否決。

ミャンマー情勢クロノロジー

日本が円借款を供与した第二友好橋の開通
式がラオス・タイの国境で行われ、浅野外

務副大臣及び山本経済産業副大臣が出席し
た。

（８）インドネシア
ユドヨノ政権は、高い世論の支持を背景
に、汚職、テロ対策に重点を置きつつ、持
続的かつ安定的な経済成長や投資環境等の
経済改革に取り組んだ。また、アチェ分離
独立問題では、２００５年８月の「独立アチェ
運動（GAM）」との和平合意を受け、２００６
年８月にアチェ統治法を施行し、１２月１１日
に首長選挙が実施されるなど、アチェ和平
を着実に進展させている。このような中、
ユドヨノ大統領は、１１月末に安倍新内閣発
足後初めての国賓として日本を訪問した。
その際、両国首脳による共同声明「平和で
繁栄する未来へ向けての戦略的パートナー
シップ」を発出し、両国の強固なパート
ナーシップとその強化を確認するととも
に、日・インドネシア経済連携協定の大筋
合意を確認した。 会談を前に握手する安倍総理大臣とユドヨノ・インドネシア大統領

（１１月２８日、総理大臣官邸 写真提供：内閣広報室）
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（９）シンガポール
５月の議会選挙の結果、リー・シェンロ
ン首相率いる与党人民行動党（PAP）は
８４議席中８２議席を獲得して圧勝し、内政面
において極めて安定した政権運営を確保し
ている。また、経済面においてもバイオメ
ディカル等に牽引された製造業やサービス
業全般の成長により、２００６年には前年比
７．９％の経済成長率を達成した。外交面に

おいては、日米中三国との間で適切なバラ
ンスを維持するという基本政策を踏襲しつ
つ、インド、中東諸国等との関係を強化し
た。日本との関係では、日・シンガポール
外交関係樹立４０周年を記念して両国におい
て様々な行事が実施された。６月には天皇
皇后両陛下が初めて国賓としてシンガポー
ルを御訪問された。

（１０）フィリピン
アロヨ政権は、財政改革推進の結果、

２００５年には５．１％の成長率を達成した。２
月のクーデター未遂騒動は、アロヨ大統領
による非常事態宣言の発出により事態が収
拾され、８月に野党勢力が下院に提出した
弾劾請求は、その後却下されるなど、大統
領退陣要求は沈静化傾向にある。アロヨ政
権は、反政府勢力のうち、モロ・イスラム
解放戦線（MILF）との間で、マレーシア
や日本の支援を背景に和平を推進した。同
大統領は、７月の施政方針演説において、
憲法改正による議院内閣制導入への意欲を
再表明したが、改正の内容及び手続きを

巡って、上下院の立場は対立している。
１２月にセブ島で予定されていたEASは
直前に延期となり、２００７年１月に開催され
た。日本との関係では、国交正常化５０周年
を迎え、活発な要人往来が行われた。日本
からは、安倍総理大臣（１２月）、麻生外務
大臣（７月、１２月）、塩崎外務副大臣（１
月）がフィリピンを訪れ、フィリピンから
はロムロ外務長官（４月）が外務省賓客と
して訪日した。また、９月にはフィンラン
ドにおけるASEM首脳会合の際に、小泉
総理大臣がアロヨ大統領との間で日・フィ
リピン経済連携協定に署名した。

（１１）ブルネイ
米国との共同でのアチェ復興支援事業の
実施や、チリ、ニュージーランド、シンガ
ポールとの自由貿易協定の締結等、政治、
経済双方において注目すべき動きが見られ
た。また、７月にはボルキア国王の６０歳の
誕生日を祝う行事が盛大に行われた。
日本との関係では、５月のアジア協力対

話（ACD）外相会合（於：カタール）の
際に、麻生外務大臣とモハメッド外務貿易
相との間で外相会談を行い、日・ブルネイ
経済連携協定の交渉開始に合意した。その
後、３回にわたる交渉を経て、１２月、交渉
開始後約６か月という短期間で大筋合意に
達した。

（１２）マレーシア
３月にアブドゥラ首相が「第９次マレー
シア計画」を発表し、２０２０年までの先進国
入りを目標に、経済の高付加価値化、人材
育成、経済格差の縮小等に重点を置いた国

づくりを進めている。経済面では、３月に
新自動車政策を発表、国内企業の能力増進
等を目標に掲げた。
外交面では、７月末までの１年間にわた
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りASEAN議長国として活発な地域外交
を行い、７月にはASEAN関連閣僚会議

り

を成功裡に開催した。
日本との関係では、６月に天皇皇后両陛
下がシンガポールとタイへの御訪問の途次

にマレーシアにお立ち寄りになった。１９９１
年に御即位後初の御訪問をされて以来、１５
年ぶりの御訪問となった。２００５年１２月に両
国首脳が署名を行った日・マレーシア経済
連携協定が７月に発効した。

（１３）東ティモール
４月～５月、国軍離脱兵の抗議活動を発
端として発生した暴力行為に対し、東ティ
モール政府が軍を投入した結果、国軍・国
家警察を巻き込む騒乱状態となった。東
ティモール政府の要請を受け、オーストラ
リア、ポルトガル、ニュージーランド、マ
レーシア等の国際部隊が現地に展開した結
果、治安は一定程度改善した。８月には国
連東ティモール事務所（UNOTIL）（注５３）の
後継として、国連東ティモール統合ミッ
ション（UNMIT）（注５４）が設立された。東
ティモールの今後の最重要課題は、治安回

復、国内避難民の帰還、雇用対策、２００７年
前半の大統領選挙・議会選挙の安定的実施
等である。一方、ティモール海で産出され
る石油・ガスからの税収を財源として２００５
年９月に石油基金が設置されており、今後
の東ティモール経済の改善が期待される。
６月には遠山清彦外務大臣政務官が東
ティモールを訪問し、７月に国連に対し同
国の復興への道筋を示す遠山レポート（注５５）

を発出した。また、５月に在京大使館が開
設され、１１月には初代大使が着任した。

（注５３）２００５年４月２８日に採択された国連安保理決議第１５９９号に基づき、国連東ティモール支援団（UNMISET）の後継ミッションとして同年５月２０日に設立され
た。元UNMISET 代表の長谷川祐弘氏が代表を務めた。

（注５４）２００６年８月２５日に採択された国連安保理決議第１７０４号に基づき、UNOTILの後継ミッション（PKO）として同日に設立された。
（注５５）今後の課題として、政治の安定、社会の安定、治安の回復、オーナーシップの定着を挙げている。

国内避難民キャンプを訪問する遠山外務大臣政務官（６月１９日、東ティモール・ディリ）
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天皇皇后両陛下は、６月８日～１５日、シン
ガポール及びタイを御訪問され、マレーシア
にお立ち寄りになった。シンガポールにおい
ては、日本との外交関係樹立４０周年に当たる
２００６年、初めて国賓として御訪問されるとと
もに、タイにおいては、プミポン国王陛下即
位６０周年慶祝式典に御出席された。また、両
国ご訪問の途次立ち寄られたマレーシアにつ
いては、１９９１年ご即位後初の御訪問をされて
以来１５年ぶりの御訪問となった。

天皇皇后両陛下のシンガポール、タイ御訪問
及びマレーシアお立ち寄り

この画像は、著作権等の関係で表示出来ません。

この画像は、著作権等の関係で表示出来ません。 この画像は、著作権等の関係で表示出来ません。
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４．南アジア

【総 論】
南アジア地域は高い経済成長率を維持
し、インド、パキスタン、バングラデシュ
がBRICs（注５６）や Next１１（注５７）に位置付けられ
るなど、その存在感を一層高めつつある。
域内においては経済関係緊密化の動きが活
発化しており、インドとバングラデシュ、
スリランカとバングラデシュなどの間で自
由貿易協定に向けた交渉が、また、インド
とパキスタンの間では自由貿易協定の共同
研究がそれぞれ行われている。また、南ア
ジア自由貿易協定（SAFTA）が１月に発
効し、南アジア地域協力連合（SAARC）
加盟国間における関税引下げが進んでい
る。
域内の民主化も進展しており、特にネ
パールでは、民主制政治の復活に引き続
き、政府と共産党毛沢東主義派（マオイス
ト）の間でも包括的和平合意が成立し、
２００７年６月半ばまでには制憲議会選挙が予
定されている。ブータンでは２００８年の憲法
制定や議会制民主主義に向け準備が進めら
れており、１２月には国王が交代した。バン
グラデシュでは、２００７年１月末の総選挙に
向け、１０月に選挙管理内閣が発足したが、
与野党の対立が激化した結果、２００７年１月
１１日非常事態宣言が出され、総選挙は延期
された。

インド・パキスタン関係では、２００４年か
ら開始された両国間の「複合的対話」（注５８）プ
ロセスを通じ、関係改善に向けた動きが促
進されていたが、７月のムンバイ連続爆破
テロ事件発生後、関係改善の動きの継続が
危ぶまれた。しかし、９月に行われた首脳
会談においてテロ協力が合意されるなど、
改善への動きは継続している。
スリランカについては、政府とタミル・

とら

イーラム解放の虎（LTTE）の衝突が激化
し、和平プロセスが停滞した。また、大量
に発生した国内避難民の一部がインドに流
れるなどの動きがあった。
SAARCについては、２００５年１１月の首脳

会議で、アフガニスタンの加盟及び日本や
中国のオブザーバー参加、２００６年８月の外
相会合で、米国、韓国、EUのオブザー
バー参加がそれぞれ承認されるなど、取組
が活性化しつつある。
日本との関係では、麻生外務大臣のイン
ド、パキスタン（１月）及びバングラデシュ
（７月）訪問、サマラウィーラ・スリラン
カ外相の来日（５月）、シャヒード・モル
ディブ外相の来日（７月）、ティンレイ・
ブータン文化・内務大臣の来日（１０月）、
マンモハン・シン・インド首相の来日（１２
月）など、多くの閣僚級の要人往来が行わ
れた。

（１）イ ン ド
コングレス党を中心とするシン政権は、
左派政党の閣外協力を得つつも引き続き安
定的に政権を運営している。政権発足時に
掲げた基本政策に基づき農村開発や雇用対
策に優先的に取り組むとともに、外資規制

緩和や国営企業民営化等の経済自由化政策
を継続している。１０月には、約１年間空席
だった外相職にムカジー国防相が就任し
た。経済面では、引き続き IT産業の成長
がめざましく、２００５年度の実質GDP成長

（注５６）ブラジル、ロシア、インド、中国の４か国。
（注５７）BRICsに続く投資先として、経済成長が期待されるバングラデシュ、エジプト、インドネシア、イラン、韓国、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、トルコ、

ベトナムの１１か国を指す。米ゴールドマン・サックス社が命名した。
（注５８）２００４年１月、２年半ぶりに実現したインド・パキスタン首脳会談において、両国間の関係改善に向けて、カシミール問題や核の信頼醸成措置、通商等の８

分野を各関係省庁の次官レベルで協議する一連の「複合的対話」の開始が合意された。２００７年３月中旬に第４ラウンドが開始される予定。
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率は９．０％を記録した。
インドは、各国との関係を強化し、国際
社会における存在感を高めてきている。米
国との間では、３月にブッシュ大統領がイ
ンドを訪問し、経済、エネルギー、環境等
の分野における協力に合意するとともに、
両国間の貿易額を３年間で２倍（４００億ド
ル）に高める目標を設定した。また、民生
用原子力協力に関する米印合意について、
米国側は、関連する米国内法の改正、原子
力供給国グループ（NSG）ガイドライン
の調整について約束し、一方インド側は、
国内２２基の原子炉のうち１４基を国際原子力
機関（IAEA）保障措置下に置くことなど
を約束した。なお、関連する米国内法は１２
月に改正された。中国との間では、１１月に
こ きんとう

胡錦濤国家主席がインドを訪問し、中印両
国は競争相手ではなくパートナーであると
の認識を確認し、経済、科学技術、人の交
流等の面で関係を強化することが合意され
た。特に経済面では、両国間の貿易額を今
後４年間で４００億ドルに高める目標を設定
した。なお、両国の最大の懸案事項である
国境画定問題については実質的な進展は見
られなかった。このほか、インドは、欧州
諸国、ASEAN諸国、中東諸国等との間で
も引き続き積極的な外交を推進している。
日本にとってインドは、民主主義等基本
的価値を共有する重要なパートナーであ
り、関係強化が図られた。インドからは、
財務、防衛、商工、科学技術等の各担当大
臣が来日し、日本からは、麻生外務大臣、
谷垣財務大臣、北側国土交通大臣がそれぞ
れインドを訪問した。また、１２月にはシン
首相が公賓として来日し、安倍総理大臣と

の間で、「日印戦略的グローバル・パート
ナーシップ」に向けた共同声明を発出し、
政治・安全保障、経済、科学技術、国民交
流、地域的・国際的協力の各分野における
具体的な取組に合意した。特に、首脳の訪
問を毎年相互に実施すること、EPA交渉
を速やかに開始すること、日本企業の対イ
ンド投資促進のためのインフラ整備強化等
を内容とする「経済パートナーシップ・イ
ニシアティブ」を開始すること、両国のビ
ジネスリーダーにより構成される「ビジネ
スリーダーズ・フォーラム」を立ち上げる
こと、さらに、東アジア首脳会議（EAS）、国
連、SAARCにおいて連携することなどが
合意された。

（２）パキスタン
パキスタンは、アフガニスタン国境地域
を中心とする対テロ掃討作戦やインド洋に
おける「不朽の自由作戦」に基づく海上阻
止活動（OEF-MIO）への自国艦船派遣な
どを通じ、「テロとの闘い」に引き続き取

り組んでいる。９月には、連邦直轄部族地
域（FATA）の北ワジリスタン管区にお
いて和平合意が成立し、同合意の成否が周
辺地域の安定にも一定の影響を与えるもの
と見られる。

会談後、共同声明の署名式に臨む安倍総理大臣とシン・インド首相
（１２月１５日、総理大臣官邸 写真提供：内閣広報室）
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内政面では、ムシャラフ大統領及び下院
議会の任期が２００７年１１月に満了し、大統領
選挙と総選挙が前後して実施される見通し
であり、パキスタン国外で活動中のブッ
トー、シャリフ両元首相の言動に注目が集
まっている。また、アジーズ首相の経済運
営は、引き続き高い経済成長率（２００５／０６
年度６．６％（注５９）、パキスタン政府発表）を実
現している。
日本との間では、２００５年の両国首相の相

互訪問に続き、１月には麻生外務大臣がパ
キスタンを訪問し、人材育成、テロ対策、
軍縮・不拡散の分野における関係強化で合
意したほか、２００５年の地震被害に対する追
加支援として無償資金協力４０億円と国際機
関経由の緊急人道支援２，０００万ドルの供与
を表明した。現在、北西辺境州のバタグラ
ムにおいて日本の支援による病院や小中学
校の建設が進められている。

（３）スリランカ
政府と LTTEとの間での直接協議が、
２月にジュネーブで３年ぶりに開催され、
停滞していた和平プロセスの進展が期待さ
れた。しかしその後、LTTEが４月、６
月と続けて直接協議への参加を直前で拒否
し、７月末に東部での灌漑用水門を巡る問
題を契機として両者の軍事衝突が激化する
と、２０万人を超える国内避難民や多数の人
権侵害事件が発生し、停戦合意は崩壊の危
機に直面した。そして、１０月末にジュネー
ブで直接協議が実現したものの、次回協議
の日程につき合意に至らなかった。１１月末
の「英雄の日」演説でプラバーカラン
LTTE指導者が「政治的独立を求める選

択肢しか残されていない」旨を宣言し、１２
月には大統領の実弟である国防次官を狙っ
た自爆テロ事件を受けて、政府が新たな緊
急事態令を公布し、LTTEがこれに反発
するなど、和平プロセスに好転の兆しは見
えていない。
日本は、「平和の定着」への貢献という
観点から、スリランカの和平プロセスを積
極的に後押ししてきた。明石康政府代表は
５月に東京でスリランカ復興開発に関する
東京会議４共同議長会合を主催したほか、
４月、９月、１１月に共同議長会合に出席
し、また、５月、１０月にスリランカを訪問
して和平実現に向けた粘り強い活動を行っ

（注５９）パキスタン会計年度（２００５年７月１日～２００６年６月３０日）を対象。

カスーリ・パキスタン外相と会談する麻生外務大臣（１月５日、パキスタン・イスラマバード）
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ている。
スリランカからは５月にサマラウィーラ

外相が来日し、日本からは７月に遠山外務
大臣政務官がスリランカを訪問した。

（４）バングラデシュ、ネパール、ブータン、モルディブ
日本とバングラデシュの関係では、７月
下旬に、麻生外務大臣が、外務大臣として
は１９年ぶりにバングラデシュを訪問し、
カーン外相との会談で経済協力、民主化支
援をはじめ、地域・国際情勢を含む幅広い
分野での両国間の協力関係の強化につき協
議した。バングラデシュ国内では、１０月２７
日、国会議員の任期満了に伴い議会が解散
され、カレダ・ジアバングラデシュ民族主
義党（BNP）政権が退陣し、同２９日に発
足した選挙管理内閣が総選挙実施に向け準
備を進めてきた。しかし、アワミ連盟ほか
１４党連合が選挙管理委員会の再編、選挙人
名簿の改正等を求めて全国規模で主要道
路・港湾封鎖、デモ等を行い、緊迫した情
勢が続いていた。その後、２００７年１月１１日
に非常事態宣言が発令され、当初１月２２日
に予定されていた総選挙は延期となった
（２００７年２月現在、新しい選挙日程は確定
していない）。
ネパールでは、１９９６年にマオイストが武

装闘争を開始して以来、国内治安が悪化
し、民主政治の混迷の時期が続いた。国王
と政党の溝が深まる一方、政党とマオイス
トは連携を模索し、２００５年１１月に国王から
の政権奪取を目的として１２項目につき合意
がなされた。２００６年、民主化への機運が高
まり、４月の大規模抗議行動を契機とし
て、同月２４日に国王が下院の復活を宣言
し、７政党の連立による民主主義政権が発
足した。下院では、制憲議会選挙の実施、
マオイストとの和平交渉の開始、停戦、国
王の権限縮小が決定された。８月２２日には
国名が「ネパール王国」から「ネパール」
に変更された。７政党とマオイストとの和
平交渉により、１１月２１日に包括的和平合意

が成立し、１２月１６日に暫定憲法が署名され
た。今後、武装管理の完了や暫定議会の発
足を経て、２００７年６月に制憲議会選挙が実
施される予定である。日本は、民主主義の
回復、マオイストとの対話による和平達成
を支持し、働きかけを行ってきており、引
き続き民主化、平和構築及び自由かつ公正
な選挙の実施に向けて支援を行う。
ブータンについては、日本・ブータンの
国交樹立２０周年に当たり、両国関係を一層
強化すべく、種々の文化行事が実施され
た。１月にはノルブ財務大臣が訪日し、政
府関係者等と意見交換を行った。また、４
月には日本の招聘により、ドルジ国会議長
が訪日し、その際、日本・ブータン友好議
員連盟の設立総会が行われた。１０月中旬に
は、日本での国交樹立２０周年記念レセプ
ション開催のため、ティンレー内務・文化
相が来日した。同月下旬には、町村 孝前
外務大臣ほか日本・ブータン友好議員連盟
がブータンを訪問し、同様に記念レセプ
ションが開催された。１２月には第４代のジ
グメ・シンゲ・ワンチュク・ブータン国王
が、王位をジグメ・ケサル・ナムギャル・
ワンチュク皇太子に継承した。なお、ブー
タンは、憲法制定と同憲法に基づく初の総
選挙を２００８年に実施する予定である。
モルディブでは、６月、日本の支援で建
設された護岸設備が２００４年のインド洋津波
の被害から首都マレを守ったとして、モル
ディブ政府から日本国民に対し、「グリー
ン・リーフ」環境賞が授与された。７月、
８月にはシャヒード外相が訪日した。また
２００７年は、日・モルディブ国交樹立４０周年
に当たり、２月に駐日大使館が開設され
た。
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第４回日本・太平洋諸島フォーラム首脳会議に臨む各国首脳
（５月２７日、沖縄・名護市 写真提供：内閣広報室）

５．大 洋 州

【総 論】
太平洋を挟んで日本と接する大洋
州地域には、オーストラリア、

とうしょ

ニュージーランドと太平洋島嶼国・
地域（パプアニューギニア、フィ
ジー等１２か国ほか）が含まれる。
オーストラリア、ニュージーラン
ドは、日本にとって、人権、民主主
義、市場経済といった基本的価値観
を共有する重要な国々である。
太平洋島嶼国は、戦前からの歴史的関係
や人的交流を通じ、親日的な国が多く、国
際社会の諸課題に取り組む上でも日本と考
え方を共有しているところが多い。また、
水産資源の重要な供給地であるほか、日本
の輸入資源の海上輸送路でもある。これら
島嶼国は、国土・人口が小さく、島が広大
な海域に点在していることなどから、経済

発展に不利な状況にあり、政治的不安定や
統治上の問題に直面している国も多い。日
本は、太平洋の隣国としてこの困難に共に
取り組むべく１９９７年から３年ごとに「日
本・太平洋諸島フォーラム（PIF）首脳会
議（太平洋・島サミット）」を開催するな
ど、具体的な協力を積み重ねてきた。

（１）オーストラリア
日本とオーストラリアは、地域の
政治・安全保障について多くの問題
意識を共有する重要なパートナーで
ある。安全保障面では、東アジア地
域のテロ対策、大量破壊兵器等の不
拡散、国境を越える問題等の取組に
おける協力のほか、日豪関係を包括
的な戦略的パートナーと位置付ける
外相共同ステートメントの発出、初
の日米豪閣僚級戦略対話の実施（３
月）など、近年その関係は緊密化し、
貿易経済関係中心から政治安全保障
面を含む「戦略的関係」という新た
な段階に入っている。経済面では、
日本から工業品を輸出し、オーストラリア
から資源、農産物等を輸入するという補完
的な貿易関係にあり、２００７年からEPA交

渉を開始する。２００６年７月には日豪社会保
障協定（注６０）について大筋合意し、できる限
り早期の署名を目指すこととした。２００６年

（注６０）この協定は社会保険料の二重払い等の問題の解決を目的とするもので、日本企業等の負担軽減が期待される。

会談を前に握手する麻生外務大臣とダウナー・オーストラリア外相
（３月１８日、シドニー）
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は日豪友好基本条約署名３０周年等を記念し
た日豪交流年として、日豪両国で計約９００
件に上る様々な交流事業が実施された。ま

た、麻生外務大臣がオーストラリアを訪問
したほか、ダウナー外相、トラス貿易相な
どが訪日した。

（２）ニュージーランド
ニュージーランドは様々な地域
的、国際的フォーラムで積極的な役
割を演じており、同国と日本が緊密
に協力することは国際社会の安定と
繁栄にとって重要である。５月の第
４回太平洋・島サミット後に麻生外
務大臣とピーターズ外相は会談し、
２００５年６月の両国首相の共同声明に
うたわれた協力（科学技術、人的交
流、アジア太平洋地域をはじめとす
る国際社会の安定と繁栄に向けた協
力等）の継続を確認した。１１月には、
経済関係強化に関する作業部会を設
置した。
国内経済では、経済構造を知識産業型へ
変革する必要性を掲げ（イノベーション政

策）、教育、研究開発を促進し、バイオ、
情報通信産業や映画制作といった創造的産
業等の振興に力を入れている。

（３）太平洋島嶼国
５月、日本は PIF 諸国の首脳の参加を
得て、第４回太平洋・島サミットを沖縄で
開催した。同サミットでは、小泉総理大
臣・ソマレ PIF 議長（パプアニューギニ
ア首相）の共同議長の下、前回サミットの
成果である「沖縄イニシアティブ」のレ
ビューを踏まえ、参加各国首脳は、日本と
PIF 各国の新たなパートナーシップの構築
につき意見交換を実施した。同議論を踏ま
え、参加各国首脳は首脳宣言「より強く繁
栄した太平洋地域のための沖縄パートナー
シップ」を採択した。
「沖縄パートナーシップ」は、PIF 各国
の「パシフィック・プラン」に沿った自助
努力と、それを後押しする日本の支援を２
つの柱とする日本と PIF 間の新たな協力
の枠組みである。同パートナーシップの着

実な実施のためのメカニズムとして合同委
員会が設置された。
小泉総理大臣は、人材育成を含め、向こ
う３年間で総額４５０億円規模の支援を目指
すことを中核とする支援策を発表した。さ
らに、支援の効果的実施の観点から、日
本、オーストラリア、ニュージーランドは
３か国の協力強化に関する共同ステートメ
ントを発表した。
８月、総理大臣特使として、沓掛防災担
当大臣（マーシャル、パラオ、ミクロネシ
ア連邦）と小池環境大臣（ツバル）が日本
閣僚として初めて各国を訪問したほか、遠
山外務大臣政務官もパプアニューギニアを
訪問した。９月、故タウファアハウ・トゥ
ポウ４世トンガ国王国葬参列のため、皇太
子殿下がトンガを御訪問された。

ピーターズ・ニュージーランド外相と会談する麻生外務大臣（５月２９日、東京）
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東アジア首脳会議（EAS）までの道のりと今後

ASEAN＋3外相会議（ジャカルタ）日本、EASに関するイシューペーパー提出。

ASEAN＋3首脳会議（ビエンチャン）2005年の第１回EAS開催を決定。

ASEAN高級事務レベル会議

ASEAN外相リトリート会議（セブ）

ASEAN＋3非公式外相会議（京都）
　　EASにインド、オーストラリア、ニュージーランドの参加を得る方向性に。

ASEAN＋3外相会議（ビエンチャン）インド、オーストラリア、ニュージーランドの参加を決定。

EAS、ASEAN＋３首脳会議、日・ASEAN首脳会議に向けた具体的準備。

ASEAN＋3（9日）、日・ASEAN（9日）、EAS（10日）各外相会議

ASEAN＋3（12日）、日・ASEAN（13日）、EAS（14日）各首脳会議

ASEAN＋3外相会議、ASEAN拡大外相会議、ARF閣僚会議

ASEAN＋3、日・ASEAN、第2回EAS各首脳会議

ASEAN＋３以外の国のEASへの参加基準
につきASEAN内での合意。
　TACへの加入
　ASEANとの完全な対話国
　ASEANとの実質的な協力関係

2004年7月

2004年11月

2005年2月～4月

2005年5月

2005年7月

2005年12月

2006年7月

2007年1月

６．地域協力・地域間協力

（１）東アジア首脳会議（EAS）
２００５年１２月にクアラルンプールで第１回
会議が開催されたEASは、２００６年を通じ
て、着実な発展を遂げた。
日本は、EASが、共同体形成に実際に
重要な役割を果たせる枠組みとなるよう、
EASの足場固めを着実に進めていくとの
基本方針の下、EASの枠組みを通じて地
域が共通して直面する課題に対して具体的
な効果を上げるような協力事業を進めるこ
とで、EASの役割を拡大し、同時に参加
国間の一体感を高めることを目指してき
た。
こうした日本の考え方が各国に浸透した
結果、７月にクアラルンプールで開催され
た、EAS参加国の外相による会合では、
ASEANから、EASの下で取り組むべき
５つの重点分野として、①エネルギー安全
保障、②金融、③青少年交流を含む教育、
④鳥インフルエンザ、⑤防災－が提示さ
れ、ASEAN以外の国も、これらの課題に
重点的に取り組む必要性について、認識を

共有した。特に、第２回EASの議長を務
めるフィリピンは、エネルギー安全保障に
集中的に取り組みたいとの意図を表明し
た。さらに、これに相前後して、日本のイ
ニシアティブで男女共同参画及び科学技術
の分野でEAS参加国の担当閣僚が出席す
る会合が開催され、さらに経済大臣会合も
開催された。
２００７年１月１５日にフィリピンのセブにお
いて開催された第２回EASでは、地域の
エネルギー安全保障をはじめとする地域の
課題やEASの将来について、各国首脳が
大局的に議論した。会議に出席した安倍総
理大臣は、エネルギー安全保障に関し、①
省エネの推進、②バイオマスエネルギーの
推進、③石炭のクリーンな利用、④エネル
ギー貧困の解消－からなる協力イニシア
ティブを表明した。また、会議終了後、省
エネ目標・行動計画の設定、バイオ燃料の
利用促進等を内容とする「東アジアのエネ
ルギー安全保障に関するセブ宣言」を採択
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第２回EASにおける日本のエネルギー協力イニシアティブ

・各国の省エネ計画策定や制度整備等を促進するため、今後 5年間で域内各国から1,000 名の研修生を受け
入れるとともに、専門家 500 名を派遣。

・省エネ情報の一元窓口として「アジア・省エネ協力センター」を設置。
・省エネ分野で、円借款及び JBICの投資金融等を積極的に活用。

・バイオ燃料製造・規格等についての共同研究を実施するため、「アジア・バイオマスエネルギー研究コア」を設置。
・バイオマス分野専門家育成のため、今後５年間で５００名の研修生受入れを実施。
・同分野の政策、技術のベストプラクティス等に関するセミナーの開催。
・上記のバイオマスエネルギー協力を円滑に進めるため、「アジア・バイオマスエネルギー協力推進オフィス」を設置。

・「石炭液化支援センター」を建設し、商業化に向けた普及を図るとともに、専門家を育成する。
・クリーン・コール・テクノロジーに関する技術協力の実施。

・EAS参加各国の置かれている経済社会状況を勘案した、電力設備の整備、地方電化等のエネルギー・アクセ
ス改善や省エネ対策を含む資金協力・技術協力として、今後３年間で２０億ドル規模のエネルギー関連ODA
を実施するとともに、JBICの投資金融等も積極的に活用。

１．省エネルギーの推進

２．バイオマスエネルギーの推進

３．石炭のクリーンな利用

４．エネルギー貧困の解消

した。さらに、次回会議までに閣僚級会合
や作業部会等を開催し、同宣言に盛り込ま
れた協力措置をフォローアップしていくこ
ととなった。
エネルギー以外の分野でも、安倍総理大
臣は、「アジア・ゲートウェイ」構想や「２１
世紀東アジア青少年大交流計画」（注６１）をはじ
めとする、一連の具体的な東アジア協力を
表明した。
首脳会議後に発出された議長声明は、日

本のエネルギー協力イニシアティブを歓迎
し、また５分野すべてにおける具体的協力
の開始に言及するなど、EASを具体的協
力の場へと育てていく機運を首脳レベルで
確認することとなった。また、日本の提案
として、経済連携に関するEAS１６か国の
民間専門家による研究の開始と、東アジ
ア・アセアン経済研究センター（ERIA）
の設立にも言及した。

（注６１）今後５年間、EAS参加国を中心に、毎年６，０００人の青少年を日本に招聘する計画。

東アジア首脳会議参加国外相ワーキングランチに臨む浅野外務副大臣（中央）
（２００７年１月１２日、フィリピン・セブ）



第
２
章

アジア・大洋州 第１節

53外交青書 2007

安倍総理大臣の東アジア協力案件

◎次の３つの理念を基本とし、アジアとの連携の強化及びその発展のために中核的な役割を果たすべく、人、
物流、産業、金融、文化、情報の分野など、幅広い分野で施策を進める。

①「開放的で魅力ある日本」、②「開かれたアジア」、③普遍的価値の共有を基本に相互理解と信頼を深め、多様
性を受容し、共生する。 

図表「第 2回 EASにおける日本のエネルギー協力イニシアティブ」参照。

－東アジア･サミット参加国を中心に今後５年間毎年 6,000 名程度の青少年を招聘（350億円）。
－ASEAN40 周年を記念し、ASEANと協力して「東アジア青年の船」事業を立ち上げ。

◎対ASEAN支援＝1,100 万ドル（知財保護整備＝540万ドル、防災＝560万ドル）
◎CLMV（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）支援＝4,100 万ドル

１．アジア・ゲートウェイ構想

２．エネルギー安全保障

３．青少年交流

４．日・ASEAN包括的経済連携協力基金（5,200万ドル（約58億円））

◎２０06年 1月の北京会合での1億 5,500 万ドルの拠出表明に加え、6,700 万ドルを追加拠出。

①2005 年４月に表明した「今後５年間で防災分野で25億ドル以上の支援を行う」との目標達成に向け引き続
き努力。（2005 年度にアジアを中心に８億ドル以上の防災協力を実施）
②アジア防災センター（神戸）による総額 300万ドルの防災プロジェクトを支援。
　（ASEAN対象：防災教育､行政研修､地球観測データの活用、災害データベース整備）
③国際津波・地震フォーラムの開催。（2007 年１月15日～16日、神戸）
④ASEANの防災体制整備に向けた機材供与のため、560万ドルの支援を実施｡（４.の基金を活用）

◎今後３年間､メコン地域をODAの重点地域とし、カンボジア・ラオス･ベトナムの各国及び地域全体に対する
ODAを拡充。
◎日・ASEAN経済連携促進のための基金によるCLMV支援を実施。（４.の基金を活用）

◎アジア各国から人材を招聘し、平和構築の現場で活動できる人材を育成。

５．鳥インフルエンザ対策

６．防　　災

７．メコン地域に対するODAの拡充

８．平和構築分野での人材育成

◎地域の経済連携に関する、EAS参加 16か国の民間専門家による研究開始を提案。

９．経済連携に関する民間専門家研究の開始

◎東アジアの長期的安定と繁栄のため、普遍的価値の共有と定着に向けた支援を強化。

10．普遍的価値の共有

（２）ASEAN＋３
アジア通貨危機を直接の契機として誕生
したASEAN＋３では、９年の歴史の中
で、貿易・投資、金融から環境や国境を越
える犯罪まで、幅広い協力が進展してき
た。２００６年には、経済、金融、保健、労

働、農業、環境の分野で閣僚会合が開催さ
れた。さらに、新たな協力分野として、女
性、貧困対策、防災、鉱業の４つが加わっ
た。
また、日本が２００５年にASEAN＋３外相
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ASEAN＋３協力の進展

ASEAN＋3協力の進展 関　連

　1997年第１回ASEAN＋３首脳会議

　1999年東アジアにおける協力に関する
　共同声明（第３回ASEAN＋３首脳会議）

　2001年東アジアビジョングループ報告書
 （ASEAN＋３を東アジア首脳会議へ）

　2002年東アジアスタディーグループ報告書
 （中長期的措置としての東アジア首脳会議）

　2004年第５回ASEAN＋３外相会議（ジャカルタ）

　2004年第８回ASEAN＋３首脳会議(ビエンチャン)

　2007年第10回ASEAN＋３首脳会議（セブ）

　2007年東アジア協力に関する「第二共同声明」採択へ

　1997年アジア通貨危機

　1997年ASEANビジョン2020
　→1998年ハノイ行動計画

　1999年ASEAN＋３蔵相・中央銀行総裁代
理会合
　1999年ASEAN10の成立（カンボジア加入）

　2001年米国同時多発テロ事件

　2002年小泉総理大臣シンガポールスピーチ
 「共に歩み共に進むコミュニティ」
　2002年印・ASEAN首脳会議

　2003年日・ASEAN特別首脳会議「東京宣言」
　中・ASEAN戦略的パートナーシップ宣言
　バリ・コンコードⅡ

　2004年豪、NZ・ASEAN首脳会議
 （ビエンチャン）

　2005年ASEAN主催緊急首脳会議
 （津波被害への支援：ジャカルタ）
　露・ASEAN首脳会議（クアラルンプール）

日本：東アジア共同体、機能的協力、東アジ
ア首脳会議に関するイシューペーパー提出

東アジア首脳会議開催の決定

会議に提出した、東アジア地域協力の包括
的なデータベースをもとに、ASEAN事務
局自らがとりまとめたデータベースが公表
さ れ た。さ ら に は、２００７年 の 第１１回
ASEAN＋３首脳会議で採択する「東アジ
ア協力に関する第二共同声明（後出）」作
成準備のため、過去の協力実績を包括的に
とりまとめる作業を進めることでも合意さ
れる等、協力開始１０周年となる２００７年の節
目を前に、これまでの協力実績と問題点を
再検討するとともに、より具体的成果を上
げるための改善策を考えていく機運が高
まった。
２００７年１月１４日にセブで開催された第１０
回ASEAN＋３首脳会議では、ASEAN＋

３協力の中長期的方向性、個別分野の協
力、同年１１月の次回首脳会議で採択する
「東アジア協力に関する第二共同声明」の
方向性等などについて議論した。会議に出
席した安倍総理大臣は、引き続きASEAN
＋３協力を推進していく意志を示すととも
に、特に、地域協力の将来の方向性として、
「東アジア協力に関する第二共同声明」の
中で、①開放性・透明性・普遍的価値を基
礎とした協力を推進する意志を共有するこ
と、②ASEAN＋３、 EAS、 APEC 、
ASEAN＋１等すべての地域協力を進める
意志を確認し、地域内外のすべての協力
パートナーの支持を確保していくこと－が
重要であるとの基本的考え方を表明した。

（３）日中韓協力
日中韓協力の一層の促進は、地域の平和
と繁栄に資するとともに、将来の東アジア
共同体形成も視野に入れた東アジア地域協
力の更なる発展にも貢献する。

２００６年には、貿易・投資、金融、情報通
信、観光、物流、環境の分野で閣僚会合が
開催された。また、投資に関する法的枠組
みの創設やビジネス環境整備、知的財産権
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保護について話し合う政府間協議が引き続
き進展した。
２００７年１月１４日にセブで開催された第７
回日中韓首脳会議では、３か国の首脳が、
未来志向の日中韓三国間協力の大局的方向
性について議論するとともに、北朝鮮問題
をはじめとする地域・国際情勢について議
論し、その成果を「共同プレス声明」とし

て発出した。三国間協力については、首脳
間の交流強化と外交当局間のハイレベル協
議設置、日中韓投資協定の締結交渉の開始
に合意するとともに、その他様々な分野で
の協力強化に合意し、日中韓外相会合（「外
相三者委員会」）や外交当局間ハイレベル
会合でフォローアップしていくこととなっ
た。

（４）APEC
アジア太平洋経済協力（APEC）は、ア
ジア太平洋地域の２１メンバーから構成され
ており、日本の貿易量及び直接投資の約７
割を占めるAPEC域内において経済面で
の協力と信頼関係を強化することは日本に
とって極めて重要である。APEC首脳・
閣僚会議は、経済問題にとどまらず、安全
保障問題等の国際社会の主要な関心事項に
つき、首脳・閣僚間で率直な意見交換を行
う有意義な場となっている。
２００６年はベトナムが議長を務め、各種の
関連会合がベトナムで開催された。１１月に
ベトナムのハノイで開催された首脳会議に
おいては、WTO交渉の膠着状態を打開す
べく、ドーハ開発アジェンダ（DDA）交
渉に関するAPEC首脳による独立声明が
出された。また、長期的展望としてのアジ

ア太平洋の自由貿易圏構想を含め、地域経
済統合を促進する方法及び手段についての
更なる研究を２００７年に実施することとなっ
た。このほか、ボゴール目標（注６２）の達成に
向けた今後の道程を具体化するハノイ行動
計画が承認された。また、北朝鮮によるミ
サイル発射や核実験実施発表に関しては、
強い懸念が議長から表明され、国連安保理
決議や六者会合共同声明を完全に実施する
ことの重要性を強調する議長の口頭声明が
出された。このことは、北朝鮮の核実験等
に対し、国際社会の一致した姿勢を明確に
示す上で大きな意義があった。
さらに、１１月にハノイで開催された閣僚
会議においては、物品貿易等６分野に関
し、自由貿易協定（FTA）交渉の参考と
なる具体的措置を列挙したモデル措置が承

（注６２）先進エコノミーは２０１０年までに、途上エコノミーは２０２０年までに、自由で開かれた貿易及び投資を達成するという目標。１９９４年のインドネシア（ボゴール宮殿）
での首脳会議にて採択。

APEC首脳会議に参加の各国・地域首脳（１１月１９日、ベトナム・ハノイ 写真提供：内閣広報室）
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認 さ れ た。ま た、２００５年 に 策 定 し た
「APEC模倣品・海賊版イニシアティブ」
の具体的措置として、同年に合意済みの３
つのガイドラインに加え、公衆周知及び供

給チェーンに関する２つのガイドラインが
合意された。このほか、日本とオーストラ
リアが中心となり、投資に関するセミナー
の開催等の具体的な作業計画を定めた。

（５）ASEM
アジア欧州会合（ASEM）は、アジア
と欧州の関係を強化することを目的として
１９９６年に開始された。政治、経済、文化・
社会等の３つの柱を中心として、首脳会合
や各種閣僚会合等を通じてアジアと欧州の
対話と協力を深める活動を行っている。
９月にフィンランドで開催された第６回
首脳会合（ASEM６）は、ASEMの１０周
年を記念する会合であり、アジア・欧州が
共に直面するグローバルな課題に効果的に
対処する方策を中心に議論が行われた。日
本はフィンランドと共同で、過去１０年間の
国際情勢の変化を踏まえてASEMの実績
や課題を評価し、今後のASEMの在り方
を検討する「ASEMの１０年」報告書を作
成し、ASEM６での議論に貢献した。ま
た、ASEM参加国・機関間の調整及び情
報共有のためのASEMヴァーチャル事務

局が、日本の貢献により立ち上がり、運用
が開始された。
ASEM６では参加国・機関の拡大が承

認され、アジア側からは日本、中国、韓
国、ASEAN１０か国に加えてインド、パキ
スタン、モンゴル及びASEAN事務局が、
欧州側からは欧州連合（EU）２５か国と欧
州委員会に加えてブルガリア、ルーマニア
のEU加盟後の参加が認められ、計４３か
国、２機関となることが決定された。これ
によりASEM参加国は、世界の人口の約
６割、GDPの約５割、貿易額の６割以上
を占めることになった。
そのほか、９月にドイツにおいて雇用労
働大臣会合が、１１月にベトナムにおいて
ICT（情報通信技術）担当閣僚会合が
ASEMの枠組みで初めて開催された。

ASEM第６回首脳会合に臨む小泉総理大臣ほか各国首脳
（９月１１日、フィンランド・ヘルシンキ 写真提供：内閣広報室）
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日中韓及びASEAN

東南アジア諸国連合（ASEAN）
ブルネイ、インドネシア、マレーシア、
タイ、フィリピン、シンガポール、ベトナム、
ラオス、ミャンマー、カンボジア

欧州連合（EU）
オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ、
デンマーク、エストニア、ドイツ、ギリシャ、
フィンランド、フランス、ハンガリー、
アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、
ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、
ポルトガル、スロバキア、スロベニア、
スペイン、スウェーデン、オランダ、英国、
ブルガリア、ルーマニア

日中韓三国協力
日本、中国、韓国

ASEAN＋3 アジア欧州会合（ASEM）
日中韓、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド、インド
東アジア首脳会議（EAS）

日中韓、ASEAN、アメリカ、カナダ、
オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、インド、
欧州連合（EU）

ASEAN拡大外相会議（ASEAN・PMC）

日中韓、ASEAN（ラオス、ミャンマー、
カンボジアを除く）、
米国、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランド、ロシア、香港、
チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チリ、
ペルー、パプアニューギニア（＊1）
☆PECC事務局☆PIF事務局☆ASEAN事務局（＊2）

アジア太平洋経済協力（APEC）
日中韓、ASEAN、米国、カナダ、
オーストラリア、ニュージーランド、
ロシア、インド、パプアニューギニア、
北朝鮮（＊4）、モンゴル（＊5）、
パキスタン（＊7）、
東ティモール、欧州連合（EU）
バングラデシュ

日中韓、ASEAN（ラオス、ミャンマー、
カンボジアを除く）、
米国、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランド、ロシア、香港、
チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チリ、
ペルー、コロンビア、エクアドル、
太平洋島嶼諸国・地域（除くパプアニューギニア）（＊3）

ASEAN地域フォーラム（ARF） 太平洋経済協力会議（PECC）

日中韓、ASEAN、インド、パキスタン、バングラデシュ、バーレーン、カタール、
カザフスタン、オマーン、クウェート、スリランカ、イラン、モンゴル、アラブ首長国連邦、
ブータン、○ロシア（＊6）、○サウジアラビア（＊6）、●タジキスタン（＊８）、●ウズベキスタン（＊８）

アジア協力対話（ACD）

アジア太平洋における国際的枠組み

（＊4）北朝鮮：2000年7月のARFに初参加。
（＊5）モンゴル：1998年の第５回閣僚会合で参加承認。
（＊6）○は2005年4月の外相会合で参加承認。
（＊7）パキスタン：２００４年７月のARFに初参加。
（＊８）●は２００５年５月の外相会合で参加承認。

（＊1）はオブザーバーとして、ＡＳＥＡＮ外相会議（ＡＭＭ）に出席。
（＊2）☆はオブザーバーとしての参加。
（＊3）太平洋島嶼国・地域（なお、以下にオーストラリア、ニュージーランドを加えてＰＩＦ

を構成）：パプアニューギニア、フィジー、サモア、ソロモン、バヌアツ、トンガ、ナウ
ル、キリバス、ツバル、ミクロネシア、マーシャル、パラオ、クック諸島、ニウエ

日中韓、インド、パキスタン、モンゴル、ASEAN、EU加盟27か国及び欧州委員会


