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アジア・大洋州地域は、日本にとって、経
済・政治の両面で重要性を増している。経済
面では、中国・インドといったアジアの新興国
は、経済・金融危機後の2009年に6.9％、
2010年に9.4％（国際通貨基金（IMF）予測
値）1という高い成長率を実現し、「世界の成
長センター」として世界経済を牽

けん

引してい
る。また、世界の国内総生産（GDP）シェ
アにおけるG8の割合が2009年までの10年間
で68％から53％へと減少する一方、アジア
を中心とする新興国（G8及びEU以外のG20
メンバー国）の割合が15％から28％へと拡
大するといった経済的な比重の高まりを背景
に、アジアを始め新興国は政治的影響力を増
し、世界のパワーバランスは、米国を始めと
する先進国を中心とする構造から、新興国を
含む多極化構造へと変化している。

しかし、アジア・大洋州地域は、このよう
に急速に発展する一方で、不安定かつ不確実
な要素もはらんでいる。北朝鮮による核・ミ
サイル開発問題などが大きな懸念材料になっ
ている他、資源の争奪などを背景とした緊張
関係や各国が自国の利益のみを追求する傾向
も見られる。特に2010年は、日本を取り巻
く安全保障環境が厳しさを増していることが

明確となった1年であった。
豊かで安定し、開かれたアジア・大洋州地

域の実現は、日本の平和、安定及び繁栄に
とって不可欠である。この目的に向け、日本
は、戦後一貫してアジア・大洋州地域の安定
と繁栄に不可欠な共有財産として役割を果た
してきた、日米同盟を一層深化・発展させて
いく。また、近隣国、東南アジア諸国連合

（ASEAN）、オーストラリア、インドなどの
パートナー国との二国間関係を発展させてい
くとともに、地域諸国間の協力の枠組み強化
に積極的に貢献する。同時に、この地域が安
定と成長を維持していくために、貿易、海洋
を始めとする国際社会の共通ルールを各国が
相互に遵守し、行動の透明性・予見可能性を
高めることが重要との考えの下、米国や関係
国と連携し、地域諸国が協力するために必要
なルールを共有・発展させていく。また、引
き続き、新成長戦略の下、積極的な経済外交
を展開し、アジアとともに成長することを目
指す方針である。

韓国は、民主主義などの基本的価値を共有
する、日本にとって最も重要な隣国である。
2010年は、日韓併合条約締結から100年とい
う節目の年であり、8月には、日本は、内閣
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総理大臣談話を発表した。日本は、未来志向
の日韓関係を更に強化すべく、今後とも努力
していく。

朝鮮半島においては、3月の韓国 哨
しょう

戒艦
沈没事件、11月の延

ヨンピョンド

坪島砲撃事件といった
北朝鮮による挑発行為に加え、ウラン濃縮計
画も明らかとなった北朝鮮による核開発に対
し、重大な懸念が生じている。これに対し、
日本は、米国、韓国を始めとする関係国と連
携し、北朝鮮が六者会合共同声明や国連安全
保障理事会（安保理）決議に従って、非核化
などに向けた具体的な行動をとるよう強く求
めており、今後もこれを継続していく方針で
ある。また、拉致問題については、日本は北
朝鮮に対し、2008年8月の日朝実務者協議に
おいて合意された拉致問題に関する全面的な
調査を開始するよう繰り返し要求している。
今後とも、拉致問題を含む諸懸案の包括的解
決に向け、関係国と緊密に連携していく方針
である。

中国との間では、9月に発生した尖
せん

閣
かく

諸島
周辺領海内での中国漁船衝突事件をきっかけ
に緊張が高まったが、11月の横浜アジア太
平洋経済協力（APEC）首脳会議における首
脳・外相会談を経て、両国関係は再び改善し
つつある。中国とは、世界第二、第三の経済
大国として、「戦略的互恵関係」を深めてい
くとともに、両国間に存在する様々な課題の
解決に向け、大局的観点から努力していく必
要がある。一方、中国の透明性を欠いた国防
力の強化や、海洋活動の活発化は懸念事項で
あり、中国が国際社会の責任ある一員とし
て、より一層の透明性をもって適切な役割を
果たすよう求めていく。

モンゴルとの間では、新たな共通外交目標
である「戦略的パートナーシップ」の構築を
目指し、経済関係の促進などを通じた関係強

化に努めていく。
アジア・大洋州地域における安全保障環境

が不安定化しつつある中で、この地域におけ
る米国のプレゼンスは依然として重要であ
る。米国は、2011年から東アジア首脳会議

（EAS）に正式参加するなど、オバマ政権の
下でアジア・大洋州地域への関与を強めてお
り、日本は、日米同盟を堅持し、更なる深
化・発展に努めることによって、アジア・大
洋州地域の平和と繁栄の確保に努めている。

また、アジア・大洋州地域において、民主
主義などの基本的価値を共有する韓国、オー
ストラリア、インドなどの国々や、ASEAN
との連携を強化することが重要である。さら
に、日米韓、日米豪などの枠組みを活用し、
地域情勢や国際情勢に関し緊密に連携してい
く方針である。

日 本 は、ASEAN の 対 話 国 と し て、
ASEAN諸国との間で長い友好関係の歴史を
有している。日本としては、統合の進む
ASEANが地域協力の中心となることは、日
本とASEAN、更には、東アジア全体の安定
と繁栄にとって重要であるとの考えの下、地
域協力における日・ASEAN関係を重要視し、
協力を推進していくとともに、ASEAN各国
との二国間関係の強化に努めている。

オーストラリアとニュージーランドは、ア
ジア・大洋州地域において民主主義や人権と
いった基本的価値を共有する重要な国々であ
る。とりわけ、オーストラリアと日本は、経
済を中心とした二国間関係によって地域の繁
栄に貢献している。さらに、両国は米国の同
盟国として実質的な協力関係を構築し、国際
社会の平和と安定のために取り組む戦略的
パートナーシップを強化している。日豪両国
は、5月の核兵器不拡散条約（NPT）運用検
討会議で採択された行動計画を着実に実施す
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るため、9月に核軍縮・不拡散に関する外相
会合を共催し、地域横断的なグループを新た
に立ち上げるなど、これら分野で主導的な役
割を果たしている。他にも、日本はオースト
ラリア及びニュージーランドと、気候変動問
題に関して、国際交渉の場で緊密に協力して
取り組んでいる。

日本にとって重要なパートナーである太平
洋島嶼

しょ

国については、「イコール・パート
ナーシップ」に基づく継続的な支援を実施し
ている。また、気候変動問題への取組につい
て、国際的な枠組みの構築という目的に向か
い、日本は太平洋島嶼国との協力を一層推進
していく必要がある。

南アジア地域は、高い経済発展を遂げるイ
ンドを始め、近年存在感を高めており、日本
は重要度を増す同地域との政治・経済面での
関係強化を進めている。特にインドとは、安
全保障や経済など幅広い分野での「戦略的グ
ローバル・パートナーシップ」を強化・発展
させることを目指している。また、南アジア
地域、ひいては国際社会全体の平和と安定の
ために、テロ対策の重要国であるパキスタン
への支援を引き続き行っていく方針である。

地域諸国が共有するルールを作り、地域共
通の課題に対処するに際しては、二国間関係
だけでなく、EAS、ASEAN+3、日中韓協力
など、東アジアにおける地域協力の枠組み
や、APEC、ASEAN地域フォーラム（ARF）、
アジア欧州会合（ASEM）といった域外国が
広く参加する枠組みを積極的に活用してい
く。

また、地域協力の枠組みは、地域に存在す
るインフラ不足、環境問題、災害、格差是正
などの共通の課題を解決する際にも重要な役
割を果たす。2010年は、様々な地域枠組みに
おいて進展があり、日本も積極的に貢献した。

10月に開催された第17回ASEAN首脳会
議では、域内の格差是正及び域内統合の促進
を目的として「ASEAN連結性マスタープラ
ン」を採択した。日本としても、第13回日・
ASEAN首脳会議において、連結性へのオー
ルジャパンでの支援の姿勢を表明するととも
に、日・ASEAN関係を規定する新たな「宣
言」と行動計画の策定作業の開始につき一致
した。

10月に開催された第2回日本・メコン地域
諸国首脳会議では、メコン地域における連結
性向上に向けたハード及びソフト両面の整備
の重要性、さらには、環境･気候変動分野に
おける協力の重要性が確認された。

ASEANの連結性強化の観点からは、メコ
ン開発と同様、ビンプ・東ASEAN成長地域

（BIMP-EAGA）やインドネシア・マレーシ
ア・タイ三角成長地帯（IMT-GT）といった
東南アジア諸国による地域間格差是正の取組
に着目することも重要である。日本は、具体
的な協力分野に関する対話を継続すること
で、きめ細かな支援の実現に努めている。

10月に行われた第5回EASでは、2011年
からの米国及びロシアのEASへの正式参加
が決定された。本会議において菅総理大臣が
指摘したように、EASが従来の経済分野の
取組を発展させつつ、政治・安全保障分野で
の取組も一層強化されることが期待される。

日中韓協力に関しては、5月の第3回日中
韓サミットにおいて、今後10年間の協力の
方向性を示す「日中韓協力ビジョン2020」
を採択した。また、12月には、日中韓協力
事務局設立協定に署名した。2011年の第4回
日中韓サミットでは日本が議長国を務める予
定であり、貿易・投資、環境、大学間交流な
どの分野での協力を主導的に推進していく。

加えて、2010年、日本はAPECの議長を

24

第２章 地域別に見た外交



務 め た。11月 に 横 浜 で 開 催 し た 第18回
APEC首脳会議では、アジア太平洋地域の更
なる成長と繁栄に向けた将来像について議論
を行い、首脳宣言として「横浜ビジョン〜ボ
ゴール、そしてボゴールを超えて」を採択し
た。

アジア・大洋州地域の安定・繁栄を実現す
るための基盤として、民主主義は重要な要素
である。2008年以降、インドネシアが開催
国となりバリ民主主義フォーラムが行われて
いる。地域における民主主義の普及に向けた
画期的な取組として、日本はこれを支持・支
援してきており、今後もこれを継続する方針
である。12月に開催された第3回閣僚会合に
は前原外務大臣が出席し、「多様性の中の民
主主義〜アジアの特徴を力にして〜」と題
し、アジアにおける民主主義と日本の取組に
ついての政策演説を行った。

以上のように、東アジアにはASEANを中
心に、地域協力の枠組みが複数存在し、地域
協力が進展している。日本は、「東アジア共

同体構想」を長期的ビジョンとして掲げ、関
係国と協力して、既存の枠組みを活用しなが
ら、開放的で透明性の高い地域協力を一歩一
歩推進する考えである。

アジア・大洋州諸国においては、高い経済
成長が達成される一方、インフラ不足、環境
問題、災害、格差是正などの地域共通の課題
が存在する。

今後、人口減少、少子・高齢化、財政赤字
などの国内問題が山積している中で、日本が
発展し、成長を遂げていくには、成長著しい
アジアと共に平和・安定・繁栄を目指してい
くことが必要である。日本は、その実現のた
めに「経済外交」を展開していく（詳細は第
3章第3節を参照）。今後も、日本が有する資
金・技術・知恵・経験を活用し、インフラの
未整備などの地域課題の解決を行い、官民一
体となってアジアの発展のために積極的に貢
献するとともに、アジアの活力・需要を日本
の成長につなげていく方針である。

1　朝鮮半島

（1）北朝鮮（拉致問題を含む）

各　論

北朝鮮による挑発行為
北朝鮮は、2010年も引き続き、挑発行為

を繰り返しており北朝鮮情勢は依然として緊
迫している。

（ア）　韓国哨戒艦沈没事件（3月）

3月26日、韓国海軍哨戒艦「天
チョナン

安」号が黄
海・白

ペンニョンド

翎島の近海で沈没し、乗組員104名の

うち46名（6名の行方不明者含む）が犠牲と
なった。5月20日、米国、英国、オーストラ
リア、スウェーデンの専門家を含む軍民合同
調査団は、その調査結果報告において、「天
安」号は北朝鮮製魚雷による外部水中爆発に
よって沈没し、この魚雷は北朝鮮の小型潜水
艇から発射されたものであると結論付けた。
これを受け、同月24日、韓国の李

イミョンバク

明博大統

ア
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領は演説を行い、北朝鮮に謝罪及び事件関係
者の即時処罰を要求するとともに、北朝鮮の
責任を問うべく断固とした措置をとること、
また事件を国連安保理に付託することなどを
宣言した。日本政府は、調査結果が発表され
た5月20日に、韓国を強く支持するとともに
北朝鮮を強く非難する総理大臣コメントを発
表し、同月28日には対北朝鮮追加措置 2の実
施を発表した。

国際社会においては、6月26日のG8ムス
コカ・サミットで発表されたG8首脳宣言に、
北朝鮮に責任があると結論づけた調査に言及
する文脈で、「天安の沈没につながった攻撃
を非難する」旨が盛り込まれた。さらに、国
連安保理は、7月9日、「天安号の沈没は北朝
鮮に責任があるとの結論を出した、韓国が主
導し、5か国が参加した軍民合同調査団の調
査結果に鑑み、安保理は深い懸念を表明す
る」、「安保理は、天安号の沈没をもたらした
攻撃を非難する」旨が盛り込まれた議長声明
を発表した。

（イ）ウラン濃縮計画の公表（11月）

11月、北朝鮮は、訪朝した米国人科学者

らに対してウラン濃縮施設などを視察させた
ことを明らかにした。さらに、同月30日、
北朝鮮労働党機関紙の労働新聞は、北朝鮮で
は現在、軽水炉建設が活発に展開されてお
り、その燃料の確保のために数千台規模の遠
心分離機を備えた近代的なウラン濃縮施設が
稼働している」とする記事を掲載し、ウラン
濃縮計画の存在を公表した。

北朝鮮によるウラン濃縮活動は、2005年9
月に合意された六者会合共同声明 3や国連安
保理決議第1718号 4及び第1874号 5に違反す
るものである。日本としては、北朝鮮の核開
発に対する重大な懸念を表明し、米国や韓国
を始めとした国際社会の連携強化に努めた。

（ウ）延
ヨンピョンド

坪島砲撃事件（11月）

11月23日、北朝鮮は海洋上の南北軍事境
界線（NLL）6に近接した海域に位置する韓国
の延坪島に向けて砲撃を行った。これによ
り、韓国軍人2名が死亡、15名が重軽傷を
負っただけでなく、民間人2名が死亡し、3
名が負傷した。韓国政府は直ちに北朝鮮を非
難する声明を発表し、同月29日には李明博
大統領が緊急談話 7を発表した。

2	 ①北朝鮮を仕向地とする支払手段などの携帯輸出について、届出を要する下限額を 30 万円超から 10 万円超に引き下げること、②北朝鮮に住所な
どを有する自然人などに対する支払について報告を要する下限額を 1,000 万円超から 300 万円超に引き下げること、③措置の執行に当たり、第三
国を経由する迂

う

回輸出入などを防ぐため、関係省庁間の連携を一層緊密にし、更に厳格に対応していくことを内容とする。①及び②については、
2009 年 4 月 10 日、北朝鮮のミサイル発射を受けて発表された措置を厳格化したもの。従来の措置の詳細については注 9 参照。

3	 第 4 回六者会合共同声明においては、「朝鮮民主主義人民共和国は、全ての核兵器及び既存の核計画を放棄すること、並びに、核兵器不拡散条約
及び国際原子力機関（IAEA）保障措置に早期に復帰することを約束した」とされている。

4	 2006 年 10 月に採択されたもので、同月に北朝鮮により発表された核実験を非難し、北朝鮮に対し、更なる核実験及び弾道ミサイル発射の中止、
全ての核兵器及び既存の核計画の放棄などを義務づけると同時に、軍関連及び核関連の特定品目などの北朝鮮に対する供給などの防止、北朝鮮
の核・弾道ミサイル及びその他大量破壊兵器（WMD）関連の政策に責任を有する個人の移動禁止、これに関与する個人・団体の資金凍結などを
決定。

5	 北朝鮮の核実験を非難し、北朝鮮に対し、更なる核実験及び弾道ミサイル技術を利用した発射を行わないこと、全ての弾道ミサイル計画関連活
動の停止、全ての核兵器及び既存の核計画の放棄並びに関連活動の即時停止を要求し、武器禁輸の強化（禁輸対象を全ての武器及び関連物資に
拡大）、輸出入禁止品目の疑いがある貨物の検査の強化、金融面の措置（資産凍結などの強化による資産移転防止、新規援助や貿易関連の公的資
金支援禁止）といった北朝鮮に対する制裁措置を課すことを内容としている。日本では、この決議を受け、貨物検査特措法が 2010 年 5 月 28 日に
成立し、同年 7 月 4 日に施行された。

6	 1953 年 8 月、朝鮮軍事休戦協定締結後、国連軍が南北間の海洋上の軍事境界線を設定したもの。北朝鮮は、国連軍が設定した NLL の存在を認め
ておらず、1999 年 9 月には NLL の南方に「海洋軍事境界線」の設定を宣言した。

7	 内容は、①国民の生命と財産を守ることができなかった責任を痛感する、②延坪島住民のための総合的な対策を樹立する、③北朝鮮自らが軍事
的冒険主義と核を放棄することを期待することは難しいことが分かった、④北朝鮮の行為は反人倫的な犯罪であり、北朝鮮の今後の挑発には必
ず応分の対価を払うことになる、⑤米国、日本、ドイツ、英国、ロシアなどの多くの国々が韓国の立場を支持、⑥軍の防衛体制強化、黄海 5 島は
必ず守る、言葉ではなく行動で示すとき、⑦一つになった国民が最強の安保である、というもの。
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日本政府は、この事件の発生後、菅総理大
臣の指示の下、直ちに情報収集・連絡体制を
整えた。また、事件当日の23日中に、①北
朝鮮を強く非難し、②韓国政府及び国民に弔
意を表すとともに、韓国政府の立場を支持
し、③北朝鮮に直ちにこのような挑発的行為
をやめるよう求め、④韓国及び米国などと緊
密に連携し、政府を挙げて情報収集に努め、
不測の事態に備え万全の体制を整えるという
日本政府の基本的見解を表明した。さらに、
各国との間で事件への対応を協議するととも
に、緊密に連携していくことを確認した。ま
た、日本のみならず、米国、英国、フラン
ス、ロシアといった各国が北朝鮮の砲撃を非
難し、挑発的行為をやめるよう呼び掛けた。

（エ）日米韓外相会合（12月）

12月6日、北朝鮮による一連の挑発的行動
を受け、日米韓の外相はワシントンで会合を
開き、北朝鮮情勢について協議した。この会
合において、日米韓の外相は、延坪島砲撃に
ついて北朝鮮を強く非難し、北朝鮮の挑発的
かつ好戦的な態度には3か国全てが結束して
対応することを確認するとともに、北朝鮮の
ウラン濃縮施設の建設を非難し、六者会合再
開のためには、北朝鮮による完全で検証可能
かつ後戻りできない非核化への約束を示す具
体的措置が必要であることを再確認するなど
の内容から成る共同声明を発表した。さら
に、今後中国やロシアとの協力を強化してい
くこと、中国が北朝鮮との関係でより一層大
きな役割を果たすことへの期待感を表明し、
今後の対応について日米韓3か国で緊密に連
携していくことを確認した。

北朝鮮をめぐる各国の取組
5月及び8月の2度にわたり、北朝鮮の

金
キムジョンイル

正 日国防委員長が訪中した。5月の中朝
首脳会談で、中朝双方は、2005年9月の六者
会合共同声明の立場に基づき、朝鮮半島非核
化の目標実現に向けて共に努力すると表明し
た。8月の中朝首脳会談では、胡

こ

錦
きん

濤
とう

中国国
家主席が、朝鮮半島の緊張緩和と六者会合の
早期再開の重要性について言及したのに対
し、金正日委員長は、朝鮮半島非核化の立場
を堅持するという立場に変わりはなく、六者
会合の早期再開を推し進め、朝鮮半島の緊張
した情勢を緩和させることを希望する旨を発
言した。

北朝鮮においては、7月から8月にかけて、
中朝国境地域を中心に水害が発生し、農地や
住宅に大きな被害が発生した。中国や韓国な
どはこれを受けて支援を表明し、8月26日に
は、韓国政府が北朝鮮に対してコメ5,000ト
ン、セメント1万トンなど、100億ウォン（約
7億3,000万円）相当の支援を行う旨発表し
たのに対し、北朝鮮側も受入れを表明した 8。

9月10日、北朝鮮側が離散家族の再会 9を

イ

8	 10 月下旬から支援物資の輸送が開始されたが、北朝鮮による延坪島砲撃事件を受け、支援は中断されている。
9	 韓国と北朝鮮は、2000 年の南北共同宣言において、朝鮮戦争によって離ればなれになった離散家族の再会行事を行っていくことに合意。2000 年

から 2009 年までに計 4,130 家族、約 2 万人が再会した。

日米韓外相会合における前原外務大臣（左）、クリントン米国国務長官

（中央）、金
キム

星
ソン

煥
ファン

外交通商部長官（右）（12 月 6 日、米国・ワシントン）
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提案し、韓国政府はこれを受け入れた。その
結果、離散家族再会行事が10月30日から11
月1日及び同月3日から5日にかけて、金剛
山において実施され、南北合わせて830名が
再会を果たした。

また、11月28日、中国政府は、12月上旬
に北京において六者会合首席代表による緊急
会合を開催することを提案した。この提案に
対し、韓国政府は「非常に慎重に検討しなく
てはならない」旨を表明し、米国は、北朝鮮
が地域を不安定化する「挑発的な行動」を改
め、「態度の変化」を明確に示すことが先決
だとする立場を表明した。日本政府として
も、六者会合は対話のための対話になっては
ならず、その再開に当たっては、北朝鮮が核
放棄を含む自らの約束を真剣に実施するとの
意思を具体的行動により示すことが必要と考
えており、引き続き日米韓、更には中国やロ
シアとも連携して諸問題解決に向け、取り組
む考えである。

日朝関係
（ア）日朝協議

2008年には、日朝実務者協議が2度にわた
り、開催され、拉致問題に関する全面的な調
査の実施及びその具体的態様などにつき日朝
間で合意した。しかし、同年9月に北朝鮮側
から、引き続き日朝実務者協議の合意を履行
する立場であるが、調査開始を見合わせると
の連絡があった。それ以降、日本政府は北朝
鮮側に早期の調査開始を繰り返し要求してい

るが、北朝鮮はいまだに調査を開始していな
い（2011年3月現在）。政府としては、北朝
鮮に対し、拉致問題を含む諸懸案の包括的解
決に向けた具体的な行動を引き続き強く求め
ていく考えである。

（イ）拉致問題に関する取組

2011年3月現在、政府が認定している日本
人拉致事案は12件17名であり、その内12名
がいまだ帰国していない。北朝鮮は、12名
の内8名は死亡し、4名は入境を確認できな
いと主張しているが、そのような主張につい
て納得のいく説明がなされていない以上、政
府としては、安否不明の拉致被害者は全て生
存しているとの前提で問題解決に向けて取り
組んでいる。北朝鮮による拉致は、日本の主
権及び国民の生命と安全に関わる重要な問題
であり、政府としては、その解決を最重要の
外交課題の一つと位置付け、拉致被害者の即
時帰国、安否不明の拉致被害者に関する真相
究明などを、北朝鮮側に対し強く要求してい
る。

（ウ）対北朝鮮措置

3月の韓国哨戒艦沈没事件を受け、日本政
府は従来から実施している措置 10に加え、新
たな対北朝鮮措置 11を実施することを決定し
た。これらの措置は現在も継続されている

（2011年3月現在）。また、国連安保理決議第
1718号及び第1874号に基づく措置について
も、着実に実施している。

ウ

10	 2006 年 7 月 5 日には北朝鮮によるミサイル発射を受け、万
マンギョンボン

景峰 92 号の入港禁止を含む 9 項目の対北朝鮮措置を即日実施し、同年 10 月 9 日の北朝
鮮による核実験実施の発表を受け、同 11 日、全ての北朝鮮籍船の入港禁止及び北朝鮮からの輸入禁止を含む 4 項目の対北朝鮮措置を発表した。
2009 年には、4 月 5 日の北朝鮮によるミサイル発射を受け、同 10 日に①北朝鮮を仕向地とする支払手段などの携帯輸出について届出を要する下
限額を 100 万円超から 30 万円超に引き下げること、②北朝鮮に住所などを有する自然人などに対する支払について報告を要する下限額を現行の
3,000 万円超から 1,000 万円超に引き下げることを発表した。また、2009 年 5 月 25 日の北朝鮮による核実験実施発表を受け、6 月 16 日に①北朝鮮
に向けた全ての品目の輸出を禁止、②「北朝鮮の貿易・金融措置に違反し刑の確定した外国人船員の上陸」及び「そのような刑の確定した在日
外国人の北朝鮮を渡航先とした再入国」を原則として許可しないことを発表した。さらに、6 月 13 日に採択された国連安保理決議第 1874 号を受
け、7 月 6 日に①北朝鮮の核関連、弾道ミサイル又はその他の大量破壊兵器関連の計画などに貢献し得る活動に寄与する目的で行う資産移転など
の防止及び②北朝鮮の拡散上機微な核活動などに係る専門教育・訓練の防止などを発表した。日本が実施する貨物検査などに関する特別措置法
案については、10 月 30 日に閣議決定、同日国会に提出し、2010 年 5 月 28 日に成立した。

11	注 2 を参照。
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国際社会との連携
日本政府は、様々な外交上の機会を捉え、

拉致問題を含む北朝鮮問題を提起し、諸外国
からの理解と協力を得ている。

6月のG8ムスコカ・サミットでは、北朝鮮
問題についての日本の主張を参加国が支持し
た結果、首脳宣言では、北朝鮮に関連する全
ての国連安保理決議の包括的な実施を確保す
るよう求めつつ、我々は、北朝鮮による核実
験及びミサイル活動が地域及びその域外の緊
張を更に増大させていること、並びに国際の
平和及び安全に対する明白な脅威が引き続き
存在することに対する最も重大な懸念を表明
し、北朝鮮が拉致問題を含む人道上の問題に
対する国際社会の懸念に直ちに取り組むよう
要請する旨が盛り込まれた。また、9月の国連
総会一般討論演説において、菅総理大臣は北
朝鮮問題に関する日本政府の基本的立場を改
めて表明した 12。10月にベトナムで開催され
た日・ASEAN首脳会議（29日）、ASEAN+3
首脳会議（29日）、及びEAS（30日）におい
て、菅総理大臣は、朝鮮半島及び地域の平和
と安定の維持の重要性を強調し、朝鮮半島の
完全かつ検証可能な非核化への支持を再確認
した。また、全ての当事者が2005年9月19日
の六者会合共同声明を完全に実施し、六者会
合の再開に資する環境を作り出すことの重要
性を強調、これに対して各国から理解と支持
が表明された。

さらに、11月のAPEC開催期間中には、
日米首脳会談（11月13日）において、北朝
鮮の動向を引き続き注視し、日米及び日米韓
で協力していくことで一致した。また、日韓
首脳会談（11月14日）においては、北朝鮮

が非核化などを進展させるための真剣な意思
を具体的な行動によって示す必要があるとの
認識で一致し、拉致問題解決の必要性につい
ても確認した。

また、12月21日には、日本がEUと共同
で提出した北朝鮮人権状況決議が、賛成106
票、反対20票、棄権57票で、賛成票過去最
多で国連総会本会議において採択された（6
年連続6回目）。この決議は、北朝鮮におけ
る様々な人権侵害に強い懸念を表明し、北朝
鮮に対し、全ての人権と基本的自由の尊重
や、拉致被害者の即時帰国の実現を含めた拉
致問題の早急な解決などを強く要求してい
る。

その他（「脱北者」の問題など）
北朝鮮から逃れた脱北者は、滞在国当局の

取締りや北朝鮮への強制送還などを逃れるた
め潜伏生活を送っており、政府としては、こ
うした脱北者の保護及び支援について、北朝
鮮人権法の趣旨を踏まえ、人道上の配慮、関
係者の安全、脱北者の滞在国との関係などを
総合的に勘案しつつ対応している。日本国内
に受け入れた脱北者については、関係省庁間
の緊密な連携の下、定着支援のための施策を
推進している。

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。9月28日には、朝鮮労働党代表者会及び
党中央委員会総会が開催され、金正日国防委
員長が改めて党総書記に推戴されるととも

エ

オ

カ

12	菅総理大臣は、「北朝鮮の核及びミサイル開発は、国際社会全体にとって脅威です。日本は、北朝鮮が累次の安保理決議や六者会合共同声明に
従って具体的な行動を取ることを求めます。また、全ての加盟国による諸決議の着実な履行が重要です。日本は、日朝平壌宣言にのっとり、諸
課題を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、国交正常化を図る考えに変わりはありません。特に、それには拉致問題の解決が不可欠であり
ます。北朝鮮が日朝間の合意を実施するなどの前向きなかつ誠意ある対応をとれば、日本としても同様に対応する用意があります。」と述べた。
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に、金正日委員長の三男とされる金
キムジョンウン

正 恩氏
が初めて党の正式なポスト 13に就任するな
ど、党要職の選出・補充が行われた 14。日本
政府としては、今後とも、北朝鮮の内政を注
視していく考えである。

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
済改革に着手するなど 15、近年は経済復興に
努力してきたとされる。2009年1月にはデノ
ミネーション 16を実施した他、2010年1月に
は、第三国からの投資の呼び込みなどを目的
として、「国家開発銀行」を設立するなど、
外資誘致を目指す動きも見せた。このような
動きを含め、北朝鮮は2012年の「強盛大国」
実現を目指して経済の立て直しに力を入れて
いると見られるが、これらの措置の成果につ
いては懐疑的な見方もあり、日本政府は、こ
れら施策などの動向について、引き続き注視

していく考えである。
2009年の北朝鮮の経済成長率は、推計マ

イナス0.9%（韓国銀行推計値）とマイナス
成長を記録しており、依然として資材や資金
の不足、生産施設の老朽化、遅れた技術水準
などの問題は産業全体に存在しているものと
見られる。また、食料事情についても、近
年、慢性的な肥料不足などの影響で穀物総生
産量が低調な水準で推移しており、2010年
についても引き続き厳しい状況にあったと考
えられる。

北朝鮮は、近年中国との経済関係を急速に
拡大しており、経済的に中国に依存する傾向
が顕著になっている。2009年の北朝鮮による
対中貿易額は、総額で約26.8億米ドルに上り

（大韓貿易投資振興公社（KOTRA）推計値）、
北朝鮮の対外貿易の約5割を占めている。

（2）韓国

日韓関係
日韓両国は、自由と民主主義、基本的人権

などの基本的価値を共有する重要な隣国同士
であり、2010年も、首脳・外相レベルを始
め、様々な分野で重層的な政府間対話が行わ
れた 17。6月26日、トロント（カナダ）で行
われたG20サミットの際、菅総理大臣と李明
博大統領が日韓首脳会談を行った。そこで、
菅総理大臣は2010年は日韓関係にとって大

きな節目の年であり、これからの100年を見
据え、真に未来志向の友好関係を強化してい
くべく、日韓双方で努力していきたい旨述
べ、両首脳は、今後ともシャトル首脳外交や
国際会議の際の首脳会談を通じて緊密に意見
交換をしていくことで一致した。8月10日に
は、菅総理大臣が内閣総理大臣談話を発表
し、植民地支配に対し痛切な反省と心からの
お詫

わ

びを表明するとともに、未来志向の日韓

ア

13	党代表者会において、金正恩氏は、党中央委員、党中央軍事委員会副委員長に就任した。また、代表者会に先だって、大将の軍事称号も与えら
れた。

14	例えば、金正日委員長の妹の金
キムギョンヒ

慶喜党部長は党政治局員に就任、その夫の張
チャンソンテク

成澤国防委員会副委員長は党政治局員候補及び党中央軍事委員に就
任した。

15	 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た。

16	急激なインフレなどによる不便を解消するため、既存の通貨の計算単位の変更（切下げ）を行うこと。北朝鮮は 100 ウォンを 1 ウォンとするデノ
ミネーションを行った。

17	 2010 年には、4 回の首脳会談（5 月（於：韓国・済
チェジュ

州）、6 月（於：トロント）、10 月（於：ブリュッセル）、11 月（於：横浜）、及び 7 回の外相会
談（1 月（於 : 東京）､ 2 月（於：ソウル）、5 月（於 : 韓国・慶

キョンジュ

州）､ 7 月（於：ベトナム・ハノイ）、9 月（於 : ニューヨーク）､ 10 月（於：ベトナ
ム・ハノイ）、12 月（於：ワシントン）を実施。
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関係を強化するための決意を表明した。10
月4日、ブリュッセルにおいて行われた
ASEM首脳会議の際の日韓首脳会談では、
菅総理大臣は内閣総理大臣談話のフォロー
アップを真摯に行っていきたいと述べ、両首
脳はG20、APECの成功に向けて緊密に協力
していくことを確認した。その後、11月に
横浜で行われたAPECでは、日韓首脳会談を
行い、日韓図書協定の署名を行うとともに、
今後の未来志向の日韓関係を強化していくこ
とを確認した。日韓両国民の相互理解と交流
の流れは着実に深化・拡大しており、近年日
韓両政府が両国民の交流環境の整備のための
施策を講じていることもあって 18、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、2010年には約546万人に達した。

2010年に6回目を迎えた「日韓交流おまつ
り」は、2009年に続き東京とソウルで同時
開催され、東京では約3万人、ソウルでは約
7万人が観覧するなど、大成功を収めた。ま
た、2007年度から5年間の予定で開始された

「21世紀東アジア青少年大交流計画」の下、

2010年度は、1,600人を超える韓国の中高生、
大学生、教員などが訪日した。その他にも交
流を促進するための様々な取組が実施されて
いる。

日韓両国は、北朝鮮問題を始め、平和構
築、核軍縮・不拡散、気候変動、貧困といっ
た地球規模の課題についても連携して協力し
ていくことで一致している。例えば開発協力
では、アフガニスタンにおいて、職業訓練セ
ンターへの専門家派遣、大豆栽培の日韓共同
支援などが実施されており、更なる協力の可
能性を検討している。

また、国際社会に貢献するための日韓関係
強化の方途について、両国の専門家が幅広い
分野で研究及び政府への提言を行う「日韓新
時代共同プロジェクト」（2009年2月に発
足）19が終了し、2010年10月に報告書が発表
された 20。両国の文化交流の幅広い強化を提
案する第3期日韓・韓日文化交流会議（2010
年5月に発足）は、第1回全体会議が6月30
日に東京で開催され、次回は2011年3月にソ
ウルで開催が予定されている。

2006年に再開された排他的経済水域（EEZ）
境界画定交渉は、2010年6月に第11回交渉
を実施した。また、EEZ境界画定には一定
の時間がかかることから、早急に解決すべき
課題として、海洋の科学的調査に係る暫定的
な協力の枠組み交渉も併せて行っている。

また、日韓間の過去に関する問題につい
て、朝鮮半島出身者の遺骨問題は、祐天寺に
保管されている旧軍人・軍属の遺骨を、2008
年1月に101体、同年11月に59体返還したの
に続き、2009年7月には44体を返還、2010

日韓首脳会談における菅総理大臣（右）と李
イ

明
ミョン

博
バク

韓国大統領（11 月 14
日、横浜　写真提供：内閣広報室）

18	 2006 年 3 月 1 日から短期滞在査証免除措置の無期限延長を実施した。また、2005 年 8 月 1 日から羽田 - 金
キ ン ポ

浦間の航空便は倍増し、1 日 8 便が運航
しているが、2010 年 10 月以降、1 日当たり最大 12 便とすることに合意している。

19	 2008 年 4 月の日韓首脳会談でこのプロジェクトを開始することで一致し、2009 年 2 月発足総会を開催した。その後 4 回にわたる分科会を開催し
た。

20	報告書は、外務省 HP（http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/10/1022_03.html）で閲覧可能。
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年5月には、無縁遺骨を含む219体の遺骨を
返還するなど、着実に進展している。その他
には、在サハリン「韓国人」支援 21、在韓被
爆者問題への対応 22、在韓ハンセン病療養所
入所者への対応 23など、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
た。

なお、日韓間には竹島をめぐる領有権の問
題があるが、歴史的事実に照らしても国際法
上も明らかに日本固有の領土であるという竹
島についての日本政府の立場は一貫してお
り、パンフレットの作成などにより対外的に
周知するとともに 24、韓国側に対しても累次
にわたり申し入れている。いずれにせよ、日
本政府としては、この問題の平和的解決のた
め、粘り強い外交努力を行っていく方針であ
る。

日韓経済関係
日韓の経済交流は前年に比べ活発になっ

た。2010年の日韓の貿易総額は対前年比
23.2％増の約7.96兆円となり、韓国にとって
日本は第2位の、日本にとって韓国は第3位
の貿易相手国である。なお、韓国の対日貿易
赤字は、前年比25.4％増の約2.96兆円となっ
た（財務省貿易統計速報値）。また、日韓間
の投資額は、2010年の日本からの対韓直接
投資額は、前年比7.59％減の約2.96億米ドル
であり、韓国からの対日直接投資額は、約

3.3％減の約234億円となった（財務省対外・
対内投資統計）。このような経済状況の中、9
月に2回目の逆見本市を開催し、10月に部品
素材専用工業団地へ投資ミッションを派遣す
るなど、2010年も日韓両国の活発な産業間
交流の流れは継続した。

このような緊密な日韓経済関係を一層強固
にし、アジア地域の経済統合に主導的な役割
を果たすためにも、政府としては日韓経済連
携協定（EPA）の締結は重要であると考え
ている。締結交渉に向けての交渉再開 25につ
いては、2010年5月末の日韓首脳会談にて、
交渉再開に向けたハイレベル事前協議を開催
することで一致し、9月に局長級協議を開催
するなど、交渉再開に向けた韓国側への働き
かけを継続している。

また、これ以外にも日韓の協力関係は一層
緊密になっている。

まず環境分野では、2009年10月の日韓首
脳会談において両国首脳が推進することで一
致した「日韓グリーン・パートナーシップ構
想」の下、環境分野における両国の協力が進
展している。3月には、「第2回きれいで豊か
な海を共に守るための日韓実務協議」が開催
され、漂着ゴミの現状について日韓で情報を
共有した上で、両国における漂着ゴミ対策や
今後の対応方針について意見交換を行った。
また、9月には、第13回日韓環境保護協力合
同委員会が開催され、日韓間の環境分野にお

イ

21	第二次大戦終戦前、様々な経緯で旧南樺太（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、長期間にわたり、サハリンに残留を余儀なくされた朝鮮半島出身者に対し、日本政府は、一時帰国支援、永住帰国支援を行ってきている。

22	第二次世界大戦時に広島又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々に対する支援の問題。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などを経由して申請を行うことが可能になった。また、国外の被爆者の被爆者健康手
帳を国外から申請することは引き続き認められていなかったが、2008 年 12 月 15 日から、国外からの申請が可能となった。さらに、これまで原
爆症認定申請及び健康診断受診者証交付申請について 2010 年 4 月から、国外から在外公館を通じて原爆症認定申請及び健康診断受診者証交付申
請が可能になった。

23	第二次世界大戦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、「ハンセン病療養所などに対する補償金の支給などに関する法律」
に基づく補償金の支払を求めていたが、2006 年 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。

24	 2008 年 2 月、外務省は「竹島　竹島問題を理解するための 10 のポイント」と題するパンフレットを作成した。現在、日本語、英語、韓国語、フ
ランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、ロシア語、中国語の 10 言語版が外務省ホームページ（http://www.mofa.go.jp/
mofaj/area/takeshima/）で閲覧可能。

25	日韓 EPA の交渉は 2003 年 12 月に交渉が開始されたが、2003 年 11 月の第 6 回交渉会合以降中断された。その後、2008 年 4 月の日韓首脳会談で交
渉再開に向けた検討及び環境醸成のための実務者協議を開催することで一致し、2009 年 12 月までに 4 回協議を開催した。
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ける懸案に加え、気候変動問題を始めとする
地球環境問題に対する両国の環境協力などに
ついて深い議論を行った。

さらに、航空分野では、12月に開催され
た日韓航空当局間協議において、2013年夏
期以降、首都圏空港を含むオープンスカイを
実現するとの認識を共有した。

原子力分野においても、12月に「原子力
の平和的利用における協力のための日本国政
府と大韓民国政府との間の協定」が署名され
た。同協定が発効すれば、今後両国の間で長
期間にわたって安定的に核物質、原子力関連
品目及びその関連技術を移転することが可能
となり、原子力の平和的利用に関する協力を
行う基盤が整備されることが期待されてい
る。

韓国情勢
（ア）内政

2010年に就任3年目を迎えた李明博政権は、
概
おおむ

ね40％台の安定した支持率を維持してい
る。しかし、6月に実施された、李政権への
中間的評価の意味合いを持つとされた第5回
全国統一地方選挙では、与党ハンナラ党が惨
敗した。また、6月下旬には、李政権が積極
的に推進してきた世

セジョン

宗市計画の修正案 26が国
会で否決されたことから、李政権の求心力低
下を懸念する声も挙がった。一方、7月に行
われた国会議員補欠選挙では与党ハンナラ党
が勝利を収めた。

また、8月に韓国大統領府（青瓦台）は国
務総理を含む8名の新閣僚人事を発表したが、

国会の人事聴聞会で内定者に対し偽証発言や
偽装転入などの疑惑が提起され、3名が内定
を辞退、柳

ユミョンファン

明 恒外交通商部長官も辞任する
など閣僚人事に混乱が起きた。その後、10月
に人事聴聞会を経て、新総理に金

キムファンシク

滉 植前監
査院長が就任し、外交通商部長官に金

キムソンファン

星 煥
前大統領外交安保首席秘書官が就任した。11
月に開催したG20ソウル・サミットの成功 27

は、内外の李明博政権への評価を押し上げた。
しかし、11月23日に起こった北朝鮮の延坪
島砲撃事件において、韓国国内では、青瓦台
や軍の対応に対する批判が起こり 28、金

キ ム テ ヨ ン

泰栄
国防部長官と軍の雰囲気刷新などを理由に辞
任し、12月に後任として金

キムグァンジン

寛 鎮元韓国軍合
同参謀本部議長が就任した。

（イ）韓国外交

李明博政権は、国益中心の「実利外交」を
展開しており、2010年も外交上の成果を上
げている。特に、G20サミットの韓国開催及
びアラブ首長国連邦からの原子力発電所建設
受注は、韓国世論から高い評価を得ており、
外交面では概ね高い評価を得ている。また、
李政権は、各国との自由貿易協定（FTA）
の署名・発効 29を推進している。

南北関係については韓国哨戒艦沈没事件や
延坪島砲撃事件など、北朝鮮の挑発行為によ
り難しい対応が迫られたが、李明博大統領は
北朝鮮に対する断固とした姿勢を示している。

（ウ）韓国経済

2010年、GDPの成長率は6.1％を記録し、

ウ

26	政府機関の多数を忠
チュンチョンナムド

清南道に移転し、行政中心複合都市（世宗市）を建設する計画。盧
ノ ム ヒ ョ ン

武鉉政権時代に決定された。
27	 2010 年 11 月 11 日から 12 日までソウルで開催され、世界経済・成長のための枠組みや、国際金融機関改革、金融規制改革、開発、貿易・気候変

動について意見交換が行われた。日本政府からは、菅総理大臣が出席した。
28	 11 月 24 日に行われた世論調査では、国民の 49％が李明博大統領の対応に否定的評価を示し、国民の約 45％は「戦争が拡大しても強力な軍事対

応が必要」と回答した。また、27 日から 28 日に行われた世論調査では、78.3％が政府の対応が適切でなかったと回答している。
29	 2010 年 1 月にインドとの FTA が発効。10 月には EU と署名を行い、2011 年暫定発効予定。11 月にはペルーと仮署名を行い、12 月には米国との補

足合意が成立し、今後発効に向けて手続を開始していく。
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前年の2.2％よりも高い伸びを示した。総輸
出額は、前年比28.3％増の約4,664億米ドル
であり、総輸入額は、前年比31.6％増の約
4,252億米ドルとなったため、貿易黒字は約
412億米ドルとなった（韓国側統計）。

2010年中の主な経済政策として、韓国政
府は、1月に、原発・プラント、海外建設な
どの海外インフラ市場への積極的な進出を目
指す「海外建設の現況及び活性化方策」を発

表し、雇用対策としては、1月に「2010雇用
回復プロジェクト」、10月に「2020国家雇用
戦略」を発表した。グリーン成長分野では、
今後、太陽光、風力発電、原子力発電分野を
積極的に育成することとしている。また、
2011年1月4日、李明博大統領は新年の演説
において、2011年の経済運営目標は、5％台
の成長、3％水準の物価安定、良質の雇用創
出と庶民中間層の生活向上であると述べた。

2　中国・モンゴルなど

（1）中国

日中関係
（ア）首脳間の対話

〈核セキュリティ・サミットにおける日中首脳

会談〉

（4月12日、於：ワシントン（米国））

鳩山由紀夫総理大臣は、核セキュリティ・
サミットに出席するために訪問中のワシント
ンにおいて、胡

こ

錦
きん

濤
とう

中国国家主席と会談を
行った。両首脳は、首脳間の往来が緊密に行
われていることを評価するとともに、首脳往
来を通じて日中の「戦略的互恵関係」を更に
充実させていくことで一致した。また、鳩山
総理大臣から、東アジアでの共同体構築や協
力について、日中が中核となって努力してい
きたい旨述べるとともに、東シナ海資源開発
問題について国際約束締結交渉を早期に開始
するよう求めた。また、食の安全、北朝鮮問
題、気候変動問題などについても意見交換を
行った。

〈温
おん

家
か

宝
ほう

中国国務院総理来日〉

（5月30日〜6月1日、於：東京）

鳩山総理大臣は、日本を公式訪問中の温家

宝中国国務院総理と会談を行った。両首脳は
「戦略的互恵関係」を進展させること、今後、
ホットラインを活用して緊密に意思疎通を
行っていくことで一致した。また、双方は、
東シナ海資源開発に関する国際約束締結交渉
の早期開始、日中捜索・救難協定の早期締結
や防衛当局間の海上連絡メカニズムの早期創
設について一致した。その他、両国間の人
的・文化的交流の促進、経済・貿易関係の協
力の拡大、韓国哨戒艦沈没事件などについて
意見交換を行った。

ア

菅総理大臣（左）と胡
こ

錦
きん

濤
とう

中国国家主席との日中首脳会談（6 月 27 日、
カナダ・トロント　写真提供：内閣広報室）
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〈G20サミットにおける日中首脳会談〉

（6月27日、於：トロント（カナダ））

菅総理大臣は、G20サミットに出席するた
めに訪問中のトロント（カナダ）において、
胡錦濤中国国家主席との間で総理大臣就任後
初となる会談を行った。会談では、菅総理大
臣が「戦略的互恵関係」の内容を深めていき
たい旨述べたのに対し、胡錦濤国家主席から
はハイレベルでの意思疎通と連携の強化や経
済貿易協力の強化、国際及び地域の問題での
協力の強化などの提案があった。また、食の
安全や東シナ海資源開発、中国での労働争議
などの日中間の諸課題に加え、国際経済、軍
縮・不拡散、気候変動といった分野での協
力、韓国哨戒艦沈没事件を含む北朝鮮問題に
ついても意見交換を行った。

〈ASEM首脳会合における日中首脳間の懇談〉

（10月4日、於：ブリュッセル（ベルギー））

菅総理大臣は、ASEM首脳会合に出席す
るため訪問中のブリュッセル（ベルギー）に
おいて、温家宝中国国務院総理と懇談を行っ
た。懇談において菅総理大臣は、9月に尖

せん

閣
かく

諸島周辺領海内で発生した中国漁船による日
本巡視船への衝突事件を踏まえ、尖閣諸島は
日本固有の領土であり、領有権を巡る問題は
存在しないとの原則的立場を述べた。両首脳
は、日中関係の現状は望ましいものではな
く、「戦略的互恵関係」を推進していくこと、
また、ハイレベルや民間レベルの交流を推進
していくことで一致した。

〈ASEAN関連首脳会議における日中首脳間

の懇談〉

（10月30日、於：ハノイ（ベトナム））

菅総理大臣は、ASEAN関連首脳会議に出
席するために訪問中のハノイ（ベトナム）に

おいて、温家宝中国国務院総理と懇談を行っ
た。両首脳は、二国間の首脳会談が行われな
かったのはとても残念であるとの認識を共有
し、ブリュッセルでの首脳間での懇談で一致
したとおり、民間交流を復活させていくことを
改めて確認した。また、今後とも「戦略的互
恵関係」を推進していくことで一致し、今後、
ゆっくり話す機会を作ることを申し合わせた。

〈APEC首脳会議における日中首脳会談〉

（11月13日、於：横浜）

菅総理大臣は、APEC首脳会議が開催され
た横浜において、胡錦濤中国国家主席と会談
を行った。菅総理大臣は尖閣諸島に関する日
本の立場を述べ、胡錦濤国家主席も中国側の
立場について説明した。両首脳は、長期的に
安定した「戦略的互恵関係」の発展は、両国
国民の利益に合致するとともに、地域・世界
の平和と発展にとっても重要であり、政府
間・民間分野の交流・協力を促進し、経済分
野を含む地球規模の課題での協力を強化して
いくことで一致した。

（イ）�尖閣諸島周辺領海内での中国漁船による

日本巡視船に対する衝突事件

2010年9月7日、尖閣諸島周辺の日本領海
内において、中国トロール漁船「閩

みん

晋
しん

漁
りょう

5179」が海上保安庁の巡視船「よなくに」及
び「みずき」に衝突する事件が発生した。石
垣海上保安部は当該漁船の船長を公務執行妨
害の容疑で逮捕し、同月9日に那覇地方検察
庁に送致、同月10日、石垣簡易裁判所が同
船長の勾留を決定した。その後、同月13日、
同船長を除く14名の乗組員は帰国し、同月
24 日、那覇地方検察庁は同船長を釈放する
ことを発表、翌25日、同船長は帰国した。

この過程において、日本側から、①中国漁
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船による違法操業事案及び衝突事件の発生に
対する抗議及び遺憾の意、②船員及び船体に
ついては厳正に国内法に基づき粛々と対処す
る旨の説明、③中国公船の尖閣諸島周辺海域
への派遣に対する抗議、④東シナ海資源開発
に関する国際約束締結交渉の「延期」の一方
的な発表への抗議、⑤中国側の冷静かつ慎重
な対応の要請、の5点を中国側に強く申し入
れた。

その後、11月の横浜APECにおける日中
首脳会談（「ア　首脳間の対話」の項参照）
を経て、日中関係は改善の軌道に戻りつつあ
る。2011年1月に伴野外務副大臣が訪中した
他、日中戦略対話（2月）の実施など、各種

政府間対話を順次実施している。その一方
で、同事件を契機とした両国の国民感情の悪
化を踏まえ、その改善に向けた取組が急務と
なっている。

（ウ）活発な人的交流と相互理解の深化

a　日中間の人的交流の現状

日本と中国の人的交流は、2010年は延べ
約514万人（訪日者数延べ約141万人、訪中
者数延べ約373万人）で、訪日者は約40万人
増加し、訪中者は約41万人増加した。2010
年7月からは、観光分野における日中間の人
的交流促進のため、中国人への個人観光査証

（ビザ）の発給が中国全土で開始された。

2010年の主な日中政府間対話

1月 アジア中南米協力フォーラム（FEALAC）第4回外相会合の際の日中外相会談（於：東京）
2月 日中犯罪人引渡条約締結交渉第1回会合（於：東京）

第13回日中科学技術協力委員会（於：北京）

3月 王
おう

毅
き

国務院台湾事務弁公室主任来日（於：東京）
4月 菅副総理大臣兼財務大臣訪中（於：北京）

核セキュリティ・サミットの際の日中首脳会談（於：ワシントン（米国））
第9回日中環境保護合同委員会（於：東京）
仙谷由人総理大臣特使（国家戦略担当大臣）及び福山外務副大臣訪中（於：上海）

5月 第1回日中海上捜索・救助（SAR）協定作成交渉（於：北京）
日中韓外相会議の際の日中外相会談（於：慶

キョンジュ

州（韓国））
温家宝中国国務院総理来日（於：東京）

6月 鳩山総理大臣特使訪中（於：上海）
日中首脳電話会談
日中受刑者移送条約締結交渉第1回会合（於：東京）
G20サミットの際の日中首脳会談（於：トロント（カナダ））

7月 日中民間緑化協力委員会第11回会合（於：北京）
第8回日中経済パートナーシップ協議（於：北京）
第2回日中海上捜索・救助（SAR）協定作成交渉（於：東京）
第6回日中人権対話（於：北京、雲南）
ASEAN関連外相会議の際の日中外相会談（於：ハノイ（ベトナム））
第2回防衛当局間の海上連絡メカニズムに関する共同作業グループ協議（於：東京）
第1回東シナ海資源開発に関する国際約束締結交渉（於：東京）

8月 前原国土交通大臣訪中（於：北京、杭州、湖州）
第3回日中ハイレベル経済対話（於：北京）
第3回日中ハイレベル経済対話の際の日中外相会談（於：北京）

10月 ASEM首脳会合の際の日中首脳間の懇談（於：ブリュッセル（ベルギー））
ASEAN関連外相会議の際の日中外相会談（於：ハノイ（ベトナム））
ASEAN関連首脳会議の際の日中首脳間の懇談（於：ハノイ（ベトナム））

11月 APEC首脳会議の際の日中首脳会談（於：横浜）
APEC首脳会議の際の日中外相会談（於：横浜）
日中外相電話会談

12月 日中国連協議（於：北京）
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b　日中青少年交流

2010年は、2009年を上回る5,000人規模の
日中青少年の相互訪問を実施することとなっ
た。とりわけ2,000人以上の中国高校生を招
へいして、日本の一般家庭でのホームステイ
などの交流を行った他、日本高校生の中国訪
問も実施した。また、大学生、教員、行政、
経済、農業、学術、文化芸術、メディア、科
学技術、少数民族、医療・衛生、環境・省エ
ネルギーの各界・分野で活躍する日中の青年
代表団の招へい・派遣事業は、各種交流、視
察を通じて、相手国に対する理解を深めると
ともに、今後の日中間の協力などについて議
論する機会を提供した。

5月の温家宝中国国務院総理と鳩山総理大
臣との首脳会談における成果を踏まえ、10
月末には、菊田真紀子外務大臣政務官を団長
とする日本青年上海万博訪問団が訪中した。
日本各地から参加した大学生を中心とする青
年約700人が、上海国際博覧会（上海万博）
を視察するとともに、中国の大学生らと交流
し、力強く発展する上海の現状を視察する機
会となった。

また、2010年からは、中国の次世代幹部、
若手メディア、若手研究者など計700人規模
の招へい事業が新たに開始された。中国の次
世代を担う青年が、「環境・省エネ」、「高齢
化社会と福祉」、「気候変動問題」などそれぞ
れ明確なテーマの下で、日本の企業、大学、
シンクタンクなどを訪問し、講演や意見交換
を通じて、各分野における日本の最新の現状
や取組などについて学んだ。また、今後の日
中の協力の可能性などについて率直な議論が
行われた。このような交流事業の継続的な実
施により、日中の青少年間の相互理解が深ま
り、更に安定した日中関係の土台が強化され
ることが期待される。

c　各分野における交流

（a）安全保障分野での交流

日中両国は、「戦略的互恵関係」を推進し
ていくためにも、今後とも持続的かつ安定し
た防衛交流を通じ、相互理解と相互信頼の一
層の強化に努力していくことで一致してい
る。2010年2月には陸上幕僚長が訪中し、7
月には防衛当局間の海上連絡メカニズムに関
する第2回共同作業グループ協議が東京にお
いて開催された。2011年1月には、第12回
日中安保対話が北京において開催された。

（b）人権対話

2009年に引き続き、2010年7月に第6回日
中人権対話を開催した。同対話では、表現の
自由、司法改革や少数民族に関する施策な
ど、人権分野における双方の最近の取組や、
国連人権理事会などにおける課題や協力など
につき意見交換を行った。

（c）日中歴史共同研究

戦後60年を含めた2,000年余りの日中交流
史について、両国の有識者間で忌憚

たん

のない議
論を重ね、歴史に対する客観的認識を深め、
相互理解を増進することを目的に、2006年
12月の第1回全体会合以降議論を進め、2009

日中高校生交流の様子（5 月 21 日、和歌山　写真提供：日中友好会館）
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年12月の第4回全体会合において、それまで
の共同研究の総括を行い、第1期の歴史共同
研究は終了した。その後、2010年1月に、両
国委員による自国語で書かれた論文を、ま
た、9月に翻訳版論文を各々発表した。なお、
2008年5月の胡錦濤中国国家主席来日時に、
両国首脳は歴史共同研究の果たす役割を高く
評価し、今後も継続していくことで一致して
いる。

（d）新日中友好21世紀委員会

日中友好21世紀委員会は、21世紀におけ
る日中関係を一層発展させていくため、日中
双方の有識者が、政治、文化、科学技術など
の幅広い分野に関して議論し、両国政府首脳
に提言・報告を行う委員会であり、1984年
以来、約5年ごとに委員を入れ替えて実施さ
れてきた（2003年から名称を新日中友好21
世紀委員会に変更）。2009年11月に発足した
新しいメンバーによる委員会（日本側座長は
西室泰三東芝相談役、中国側座長は唐

とう

家
か

璇
せん

前
国務委員）は、2010年2月に中国（北京及び
揚州）で第1回会合を、10月末から11月初
めにかけて日本（東京及び新潟）で第2回会
合をそれぞれ開催し、幅広い観点から日中関
係の現状を検討し、両国関係の一層の改善の
ために様々な角度から議論が行われた。

日中経済関係の進展
日中間の貿易・投資などの経済関係は、大

きく発展している。2010年の香港を除く日
中貿易額は、約26兆5,000億円となり、4年
連続で日米貿易額を上回った。また、中国側
統計によると、2010年の日本からの対中直
接投資は42億米ドルとなっている。

8月には、北京において、第3回日中ハイ
レベル経済対話が開催され、日本側からは、
岡田外務大臣、中国側からは、王

おう

岐
き

山
ざん

国務院
副総理を議長として双方の関係閣僚が参加
し、世界経済の回復への対応・日中二国間の
互恵協力及び国際社会及び地域における協力
とその課題について意見交換を行った。

個別の分野における事案
（ア）東シナ海資源開発問題

日中両政府は、2008年6月18日、東シナ
海を「平和・協力・友好の海」とするとの首
脳間における共通認識を具体化する第一歩と
して、双方の法的立場を損なわないことを前
提に、①東シナ海の北部における共同開発、
②白

しらかば

樺（中国名：「春
しゅん

暁
ぎょう

」）の現有の油ガス田
における開発への日本法人の参加を主な内容
とする日中両国間の合意を発表した。2010
年7月には同合意実施のための第1回国際約
束締結交渉が東京において開催され、双方は
本交渉の早期の妥結を目指すことで一致した
が、その後、9月に中国外交部は第2回交渉
の「延期」を一方的に発表した。今後、交渉
の早期再開に向け、引き続き中国側と意思疎
通を図っていく必要がある。

（イ）食の安全

中国製食品の安全性は日本国民の生命と健
康に関わる重大な問題であることから、5月
末、温家宝中国国務院総理が来日した際、両

イ

ウ

第 2 回会合に臨む新日中友好 21 世紀委員会メンバー（11 月 1 日、新潟）
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国首脳の立会いの下、厚生労働省と中国の質
量監督検験検疫総局との間で、閣僚級会議を
1年に1度開催すること、食品などの安全に
関する情報交換の実施及び食品の安全に関す
る行動計画の策定などを含む「日中食品安全
イニシアチブ」の覚書に署名した。2007年
に発生した中国製冷凍ギョウザ事件について
は、2010年3月、中国当局は、被疑者の身柄
を拘束し、その後4月に同被疑者を危険物質
投入罪の疑いで逮捕し、8月に同被疑者を起
訴した。

（ウ）レアアースの輸出制限問題

中国政府が7月に発表したレアアースの輸
出割当て削減や、9月以降に対日輸出が停滞
した問題については、政府として、あらゆる
機会を捉え、中国側に対して改善を求めた。

（エ）遺棄化学兵器問題 30

日本は、化学兵器禁止条約（CWC）の義
務を履行するため、政府全体として遺棄化学
兵器の廃棄事業に取り組んでいる。10月、
江
こう

蘇
そ

省南京市において、移動式処理設備によ
る最初の廃棄事業が開始された。吉

きつ

林
りん

省ハル
バ嶺地区 31を含む中国各地の遺棄化学兵器に
ついても、早期に廃棄を開始するため、準備
が進められている。

中国情勢
（ア）内政

3月の第11期全国人民代表大会第3回会議
における政府活動報告は、2010年を「引き
続き経済・金融危機に対処し、安定した比較

的速い経済成長を保ち、経済発展パターンの
転換を速める上で肝心な年」と位置付け、

「直面する情勢は極めて複雑である」との認
識を示した上で、①経済のマクロコントロー
ル、②経済発展パターンの転換、③都市と農
村のバランスのとれた発展、④科学教育によ
る国家振興、⑤文化建設、⑥民生の保障と改
善、⑦改革の推進と対外開放の拡大、⑧サー
ビス型政府の構築の8分野に重点的に取り組
むとの姿勢を示した。

5月から10月にかけて開催された上海万博
は、「より良い都市、より良い生活」をテーマ
に、史上最多となる246の国及び国際組織に
よる出展となり、7,308万人の来場者を集めた。

10月の第17期中央委員会第5会議（五中
全会）では、2011年から実施される第12次
五カ年計画に関する党中央の提案が議論され
た。また、習

しゅう

近
きん

平
ぺい

中国国家副主席が党中央軍
事委員会副主席に就任し、2012年秋の第18
回党大会で交代が予定される次期最高指導者
の最有力候補としての地位を固めた。

12月には中国の人権・民主活動家の劉
りゅう

暁
ぎょう

波
は

氏がノーベル平和賞を受賞した。中国政府は
受賞に強い反発を示し、国家政権転覆扇動罪
で服役中の劉氏は授賞式に出席できなかった。

（イ）外交

中国は、持続的な経済発展を維持し、総合
国力を向上させるためには、平和で安定した
国際環境が必要であるとの基本認識の下、引
き続き全方位外交を展開している。

一方で、2010年の中国外交は、世界第2位
の経済規模を擁するに至った中国が担うべき

エ

30	中国国内で遺棄された旧日本軍の化学兵器の処理問題。1997 年に発効した化学兵器禁止条約に基づき、日本は遺棄化学兵器廃棄のために、全て
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」を踏まえ、同遺棄化学兵器廃棄のため、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。

31	遺棄化学兵器は、北は黒龍江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、吉林省敦
とん

化
か

市ハルバ嶺地区には 30 万〜40 万発が埋めら
れていると推定されている。なお、中国国内の各地でこれまでに約 4 万 7,000 発の遺棄化学兵器が発掘・回収されている。
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国際的な責任をめぐり、米国を中心とする先
進諸国と中国との主張の隔たりや、中国の主
張する「核心的利益」などをめぐり、米国、
欧州諸国、韓国、ASEAN諸国などとの間に
種々の摩擦を生んだ。

そのうち、米中関係は、1月の米国による
対台湾武器売却発表、2月のオバマ米国大統
領とダライ・ラマ14世との会談などを契機
に冷却化した。その後、4月のワシントンに
おける核セキュリティ・サミットへの胡錦濤
中国国家主席の出席や、5月の北京における
第2回米中戦略・経済対話の開催、米国財務
省による中国の為替操作国認定の先送りな
ど、米中両国に関係改善を模索する動きが見
られた。しかし、7月にハノイ（ベトナム）
で開催されたARF関係会合の席上では南シ
ナ海問題をめぐり、再び主張の食い違いが表
面化した。

（ウ）軍事・安全保障

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ている。また、2010
年の国防予算は、前年執行額比7.5％の伸び

（2010年公表値）にとどまったものの、国防
費は2009年まで21年連続で10％以上の伸び
を示しており、その細部の内訳や軍事力の近
代化について不透明な部分があることが指摘
されている。2年に一度の国防白書の発表な
どは一定の評価はできるが、日本を含む地
域・国際社会の懸念を払拭するに足るもので
はない。日本はハイレベルの往来及び対話の
場を含む様々な機会を捉え、より一層の透明
性向上を中国に対して求めている。

（エ）経済

2010年の中国のGDP（名目額）は、39兆
7,983億元、実質GDP成長率は前年比10.3％
増となった（中国国家統計局発表）。経済・
金融危機後、中国政府が継続して積極的な財
政支出と金融緩和を行い、固定資産投資を中
心に内需が堅調に拡大したことから、中国政
府の年間目標（前年比8％前後の成長）が達

日中貿易額

（億米ドル）

（年）
2010

対中輸出額 対中輸入額 貿易総額 日本の貿易収支

857 892
1,016

1,324

1,680
1,894

2,114

2,367

2,664

2,322

3,019
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（注）対香港貿易を含まない。
出典：（独）日本貿易振興機構（JETRO）（財務省貿易統計を基に米ドルに換算）
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（2）台湾

中国の経済発展

10,966

21,631
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出典：中国国家統計局

名目GDP額 実質GDP成長率（右目盛）

日本の対中直接投資額

（年）

（億ドル）

29.2

43.541.9
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65.3
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（注）2008年以降は、いわゆるタックスヘイブン経由を含む。

出典：中国商務部

2010年も、両岸間では頻繁な接触が行わ
れ、経済分野を中心に様々な進展が見られ
た。 特 に、「 両 岸 経 済 協 力 枠 組 取 決 め

（ECFA）」を巡っては、当初台湾内部では野
党を中心に一部の間で慎重論が根強く、デモ
の発生や議会の混乱なども見られた。しか
し、6月に両岸実務協議窓口機関の間（中
国：海峡両岸関係協会、台湾：海峡交流基金
会）で開催された第5回トップ会談（於：重
慶）において署名がなされ、一部の物品と
サービスにつき、早期実施（アーリーハーベ
スト）として自由化約束などが規定された
他、物品、サービス、投資及び紛争処理の各
分野につき、発効後6か月以内に交渉を開始
することが確認された。

台湾内部では、11月に台北、高雄及び新
たに直轄市に昇格した新北、台中、台南の合
計5つの直轄市において市長選が行われ、与

野党ともに当初の市長職数を維持した。経済
面では、経済・金融危機以降台湾経済は低迷
が続いたものの、2010年に入り輸出、民間
投資が大幅に回復したことなどから、当局発
表（速報値）では、2010年の成長率は1987
年以来最高の10.82％となった。

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、第4位
の貿易相手である。4月には財団法人交流協
会と亜東関係協会との間で「2010年におけ
る日台双方の交流と協力の強化に関する覚
書」が署名され、10月には羽田－松山（台
湾）間の航空路線が開設された。また、2010
年の日本から台湾への訪問者数は約108万人、
台湾から日本への訪問者数は約127万人と
なった。

成された。また、景気拡大に伴う輸入の増加
により、貿易黒字は前年比6.4％減の1,831億

米ドルとなったものの、外貨準備は2兆8,473
億米ドルと過去最高を更新している。

41外交青書 2011

第１節アジア・大洋州

第
２
章



（3）モンゴル

2009年10月に就任したバトボルド首相は、
鉱物資源開発の推進を重点施策とし、世界最
大規模で、良質な原料炭を含むタバン・トル
ゴイ炭田開発や、新規鉄道敷設などの資源開
発関連インフラ整備に関する基本方針を策定
した。その一方で、モンゴルの豊富な鉱物資
源の共同開発を巡る各国の思惑が交錯する
中、モンゴルとの結びつきを強化しつつある
中国・ロシアとの等距離外交維持に腐心しつ
つ、日本や欧米諸国など「第三の隣国」と規
定する諸国との連携を強化するべく、積極的
な経済外交を展開した。

世界同時不況のあおりを受け、2009年に
マイナス成長となったモンゴル経済は、日本
を含む支援国・国際機関の財政支援などの協
力が効果的に実施されたことに加え、国内の
鉱物資源開発の活性化や、鉱物資源相場の上
昇などの要因により回復基調にあり、2010
年の経済成長率は6.1％のプラス成長となっ
た（速報値）。タバン・トルゴイ炭田開発に
ついては、日本を含む各国の企業が多大な関
心を示す中、モンゴル政府が開発業者の選定
などの具体的なプロセスを進めており、2011
年前半にかけての動向が注目されている。

二国間関係では、11月に、エルベグドル

ジ大統領が公式実務訪問賓客として来日し、
これまで「総合的パートナーシップ」の下で
発展してきた両国関係を、今後、①ハイレベ
ル対話促進、②経済関係の促進、③人的交
流・文化交流の活性化、④地域・地球規模の
課題への取組での連携強化の4つを柱とする

「戦略的パートナーシップ」の構築に向けて
発展させていくことで一致した。日本は、対
モンゴル最大援助国として、モンゴルの民主
化・市場経済化及び持続的発展を一貫して支
持してきており、モンゴル民主化20周年の
節目となる2010年に、二国間関係を互恵的
かつ相互補完的な経済関係の推進を含む「戦
略的パートナーシップ」の構築に向けた関係
へと発展させていくことで一致したことは、
両国関係の新時代の幕を開ける大きな成果と
なった。

2010年は、同大統領来日の他、8月には日
本の外務大臣として6年ぶりとなる岡田外務
大臣のモンゴル訪問、10月のバトボルド首
相の非公式来日、国際会議などの機会を利用
して、首脳会談及び外相会談をそれぞれ3回
実施するなど、これまでになく頻繁にハイレ
ベル対話を重ね、積極的な意思疎通を図っ
た。また、差し迫った課題である両国経済関

「戦略的パートナーシップ」構築に向けた日本・モンゴル共同声明に署
名する菅総理大臣（右）とエルベグドルジ・モンゴル大統領（11 月 19
日、東京　写真提供：内閣広報室）

日本の民間企業との懇談会に臨む菅総理大臣（右）とバトボルド・モン
ゴル首相（10 月 2 日、東京　写真提供：内閣広報室）
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3　東南アジア

（1）東南アジア諸国連合（ASEAN）情勢全般

ASEANは、2008年12月に基本文書であ
るASEAN憲章を発効させるなど、2015年
までのASEAN共同体構築を目指して、統合
努力を加速させている。10月のASEAN首
脳会議では、共同体構築の中核的施策である

「連結性」強化を具体化させるためのマス
タープランを採択し、域内のインフラ整備、
制度整備、人と人との交流促進の進展が図ら
れている。また、ASEANを中心として、東
アジアの地域協力が進展しており、東アジア
首脳会議（EAS）やASEAN+332、ASEAN
地域フォーラム（ARF）といった地域協力
の枠組みが重層的に進展している。さらに、
2010年1月にASEAN自由貿易圏（AFTA）
が成立した他、ASEANを中心としたFTA
網が形成されている。人口は世界全体の約
8.6％を占め、GDPは現在では世界全体の約
2.5％ 33ではあるものの、過去10年間に高い

経済成長率を示している。今後も中間層の増
加により、購買力の飛躍的向上が期待され、
世界の「開かれた成長センター」となる潜在
力がある。

ASEANの政治的、経済的な重要性が高ま
るにつれ、各国は積極的にASEANとの関係
を強化している。2009年の米国、2010年の
カナダ及びトルコの東南アジア友好協力条約
への加入に続き、現在EUの加入手続が進め
ら れ て い る。 中 国 は2010年1月 に 中・
ASEAN自 由 貿 易 地 域 を 創 設 し、 中 国 と
ASEANの交通インフラ整備協力に向けて協
力を進め、また10月に行われた中・ASEAN
首脳会議でASEAN各国へ今後10年間で1万
件の政府奨学金供与を表明するなど、人的交
流も進めている。韓国とASEANの間でも
ASEAN・韓国FTAが全締約国間で発効し、
経済的結びつきの強化を図っている。

32	 ASEAN（加盟国：インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア）と
日本、中国、韓国の 3 か国による地域協力の枠組み。

33	出典：World Bank World Development Indicators database

係の促進に資するべく、EPAの交渉開始に
向けた官民共同研究を開始し、日本・モンゴ
ル双方の産・官・学関係者の出席の下2回の
会合が行われ、上記のプロセスの着実な進展
が見られた。

外相会談に臨む前原外務大臣（左）とザンダンシャタル・モンゴル外
交・貿易相（11 月 16 日、東京）

43外交青書 2011

第１節アジア・大洋州

第
２
章



（2）日・ASEAN関係

東アジアにおいて進展する様々な地域協力
の原動力であるASEANがより安定し、繁栄
することは、地域全体の安定と繁栄にとって
極めて重要である。日本は、新たな地域・国
際情勢を踏まえ、ASEANとの関係に新たな
地平を開くべく、2010年の日・ASEAN首脳
会議において、日・ASEAN関係を規定する

「東京宣言」と行動計画を改定する作業を開
始することを提案し、ASEAN側からの同意
を得た。これによりASEANとの友好協力関
係の一層の強化を図るとともに、2015年の
ASEAN共同体構築をより効果的に後押しす
ることとしている。

ASEANの統合プロセスにおいて、域内経
済の格差是正が最優先の課題であることか
ら、相対的に開発の遅れたメコン地域の発展
を図るため、日本・メコン地域諸国首脳会議
などを通じてメコン諸国との地域協力が強化
された。また、日本は、ブルネイ（B）、イ
ンドネシア（I）、マレーシア（M）、フィリ
ピン（P）が、開発の遅れた島嶼

しょ

部の発展の
ために進める「ビンプ・東ASEAN成長地域

（BIMP-EAGA ：East ASEAN Growth 
Area））」の取組についても、ASEAN域内
の格差是正に資するものとして支援を進めて
いる。

また、「連結性」強化のためのマスタープ
ランの具体化については、日本は官民一体と
なって積極的に支援することとしており、日
本の官民とASEAN側との協議を行っていく。
さらに、日本とASEANとの経済面での協力
関係を強化する手段の1つであり、2008年に
発効した「日・ASEAN包括的経済連携協定」
では、これまでに、4回の合同委員会が開催
されるなど、協定の円滑な運用が進んでい

る。また、2010年にサービス貿易と投資に
ついての交渉が開始された。これにより、地
域の経済統合の促進が期待される。

ASEAN統合、更には将来的な東アジア共
同体の構築に向け、ASEAN各国市民同士や
日本国民との間で相互理解が深まることが必
要であり、日本が主導する「21世紀東アジ
ア青少年大交流計画」の下、これまでに8,500
人以上のASEAN各国の学生などが来日し、
日本人学生などと交流した。こうした取組に
加え、テロ、感染症、防災、環境など地域及
び国際社会が直面する諸課題への対処につい
ても日本とASEANの間の協力が深化した。
また、2010年は日本とメコン地域諸国（カ
ンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー、ラ
オス）との間で、日・メコン外相会議、日
本・メコン地域諸国首脳会議の他、多くの二
国間会談が行われ、協力関係がますます深
まった1年であった。

7月に行われた第3回日･メコン外相会議
（於：ハノイ（ベトナム））に続き、10月に
は、第2回日本・メコン地域諸国首脳会議

（於：ハノイ）が行われた。各国首脳間で、
第1回日本・メコン諸国首脳会議において採
択した「東京宣言」及び「行動計画63」に
基づく日・メコン協力が進展したとの認識を
共有し、今後、既存の日・メコン協力を拡大
･深化していくことを再確認した。また、環
境･気候変動分野の具体的な取組及び今後強
化されるべき方向性を明記した「緑あふれる
メコン（グリーン･メコン）に向けた10年」
イニシアティブに関する行動計画、さらに、
日本とメコン地域諸国の産業界からの政策提
言に基づいて策定されたインフラ整備構想な
どをまとめた「日メコン経済産業協力イニシ
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アティブ（MJ-CI）行動計画」が採択された。
9月に「東西･南部経済回廊に関する日メ

コン国際会議」（於：バンコク（タイ））が開
催され、域内経済格差是正などの観点からメ
コン地域における連結性向上に向けたハード
及びソフト両面の整備の重要性について議論
を行った。

12月には上記「行動計画63」のフォロー
アップの一環として、メコン地域における官
民協力･連携促進フォーラム全体会合（於：

東京）が開催され、日本及びメコン地域諸国
から出席した政府代表者及び民間代表者の間
で、メコン地域開発における官民一体となっ
た協力の必要性が議論された。その他日本と
メコン地域各国との間で、官民合同対話や経
済連携協定、投資協定に係る合同委員会など
が開催され、日本・メコン地域間の貿易･投
資の増加、投資環境改善などに向けた取組が
行われた。

世界の各地域・経済共同体の貿易額（2009年）（月グラフの単位：100万米ドル）

APECに参加している国・地域

EU ASEAN

人口 ：32億7,030万人
GDP ：14兆7,303億米ドル
GDP/人 ：4,504米ドル
総貿易 ：7兆1,670億米ドル

人口 ：4億9,864万人
GDP ：16兆6,869億米ドル
GDP/人 ：3万3,465米ドル
総貿易 ：9兆2,140億米ドル

人口 ：5億8,092万人
GDP ：1兆4,854億米ドル
GDP/人 ：2,557米ドル
総貿易 ：1兆6,024億米ドル

人口 ：27億1,678万人
GDP ：31兆7,403億米ドル
GDP/人 ：1万1,715米ドル
総貿易 ：10兆8,913億米ドル

人口 ：2億7,209万人
GDP ：2兆2,583億米ドル
GDP/人 ：8,300米ドル
総貿易 ：5,356億米ドル

人口 ：4億4,818万人
GDP ：16兆4,673億米ドル
GDP/人 ：3万6,743米ドル
総貿易 ：3兆8,038億米ドル

北米自由貿易協定
（NAFTA）

南米南部共同市場
メ ル コ ス ー ル

（MERCOSUR）

域内貿易
3,662,200
（51.1％）

対外貿易
3,504,800
（48.9％）

域内貿易
5,995,000
（65.1％）

対外貿易
3,219,100
（34.9％）

域内貿易
417,900
（26.1％）対外貿易

1,184,500
（73.9％）

域内貿易
6,482,800＊
（65.9%＊）

対外貿易
3,354,200＊
（34.1％＊）

域内貿易
82,600
（15.4％）

対外貿易
453,100
（84.6％）

域内貿易
1,501,200
（39.5％）

対外貿易
2,302,700
（60.5％）

東アジア地域
（ASEAN+日本・中国・韓国・

オーストラリア・ニュージーランド・インド）

APEC

＊：Stats APECには、ブルネイ、香港、韓国、パプアニューギニアについては、現時点でデータがないため、これらの国・地域を除いた17国・地域のデー
タに基づく。

（出典）World Bank“ World Development Indicators Database”、IMF“ Direction of Trade Statistics”：Stats APEC

（3）ASEAN各国

カンボジア
内政面では、日本などの支援を受け2007

年に開廷したクメール・ルージュ裁判におい

て、この裁判所による初めての判決として7
月にカン・ゲック・イアウ被告（ドゥイツ元
S21収容所所長）に対し禁固35年の初審判決

ア
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日本とASEAN（貿易・投資及び経済協力・旅行者数）

中国
15.4％

日本
13.9％ 米国

13.5%

EU
21.1％

ASEAN
15.0％

日本
11.5％米国

10.1％

ケイマン諸島
5.6％

中国
7.1％

台湾
1.1％

その他
30.1％

韓国
1.7％

香港
1.5％

インド
3.7％

オーストラリア
17.1％

フランス
10.5％

ドイツ
5.7％

日本
24.3％

韓国
4.5％

オランダ
3.9％

その他
16.1％

英国
6.2％

米国
11.8％

韓国
3.5％

中国
3.2％

香港
2.8％

バミューダ
諸島 2.7％

台湾
2.0％

その他
22.3％

中国
20.5%

ASEAN
14.0%

天然ガス及び
製造ガス
18.8%

電気機器
17.4%

一般機械
7.3%

金属鉱及びくず
5.9%

石油及び同製品 5.4%

石炭・コークス
及びれん炭
4.3%

電気機器
22.4%

一般機械
19.2%

輸送用機器
12.8%

鉄鋼
8.5%

石油及び同製品
4.9%

プラスチック
3.0%

非鉄金属
2.7%

その他の
雑製品 2.5%

元素及び
化合物 2.5%

金属製品
2.3%

その他
19.2%

魚介類及び
同調製品
3.6%

木製品及び
コルク製品
（除家具）
2.6%

衣類及び同付属品
2.6%

その他
32.0%

中東
10.1%

韓国
6.1%

香港
2.9%

台湾
4.8%

オーストラリア
4.1%

その他
12.3%

EU
11.6%

EU
14.8％

米国
12.9％

韓国
6.4％

香港
5.9％

オースト
ラリア
3.8％

インド
3.4％

UAE
2.1％ その他

21.6％

米国
25.3％

EU
21.8％

ASEAN
7.7％

ブルネイ カンボジア フィリピンミャンマーマレーシアラオス シンガポール ベトナムタイ

貿
易
関
係

投
資
関
係

経
済
協
力

貿
易
品
目

ASEANへの投資国、地域 日本の投資先

日本のODA供与先ASEANへのODA供与国＊

ASEANへの輸出品目ASEANからの輸入品目

ASEANにとり日本は主要な貿易パートナー（2009年実績）
対域外国合計：11,600億米ドル、対日本：1,609億米ドル

日本にとりASEANは主要な貿易パートナー（2009年実績）
対世界貿易額：106兆円、対ASEAN：14.7兆円

ASEANにとり日本は主要な域外投資国（2007～2009年）
域外国投資累計：1,634億米ドル、日本投資累計：188億米ドル

日本にとりASEANは主要な投資先（2007～2009年）
投資総額：28兆8,823億円、対ASEAN：2兆2,274億円

ASEANにとり日本は最大のODA供与国（2009年実績：純額ベース）
開発援助委員会（DAC）諸国からのODA総額：3,427百万米ドル、うち日本：831.5百万米ドル

日本にとりASEANは重点支援地域（2000～2009年累計：純額ベース）
日本のODA総額：726億米ドル、うちASEAN：132億米ドル 

ASEANからは、天然ガス、電気機器、エビを始めとする
魚介類など、日本人の暮らしに身近な製品が輸入されている

日本からは、電気機器、一般機械など
工業製品が数多く輸出されている。

出典：財務貿易統計 出典：財務貿易統計

出典：OECDホームページ

＊開発援助委員会（DAC）諸国

出典：外務省国際協力局

出典：
ASEAN事務局
ASEAN Foreign
Direct Investment

Database

出典：財務省「貿易統計」

出典：財務省「直接投資」

ASEANから見た日本

ASEANの貿易相手国、地域 日本の貿易相手国、地域

日本から見たASEAN

出典：
ASEAN事務局

インドネシア

アフリカ
23.1％

中東
8.2％

その他アジア
19.6％中国

2.3％

その他
32.3％

ASEAN
14.5％
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が出され（その後上訴）、また9月には、他
の幹部4名も起訴され、内外から注目が集
まった。

外交面では、2008年のプレアビヒア寺院
の世界遺産登録を契機に再燃したタイとの国
境問題が、2010年前半は小規模な銃撃戦や7
月の世界遺産委員会における議論などにより
更に緊張したが、海外逃亡中にもかかわらず
カンボジア政府経済顧問に就任していたタク
シン･タイ元首相が8月に職を辞したことを
機に、両国は相互に召還していた大使を帰任
させ、外交関係が正常化した。しかし、2011
年2月に再び発生した交戦を受け、ASEAN
議長国による仲介が行われている。

日本との関係では、日本カンボジア友好条
約調印55周年に当たり、5月にノロドム・シ
ハモニ国王陛下が国賓として訪日した。同国
からの国賓訪問は55年前に当時首相であっ
たシハヌーク前国王陛下以来であり、宮中行
事や鳩山総理大臣夫妻主催午

ご

餐
さん

会などを通
じ、各界関係者と交流が行われた。6月には
初めての日・カンボジア外務防衛当局間協議
をプノンペンで実施し、地域情勢などにつき
意見交換が行われた。9月には、藤村外務副
大臣がカンボジアを訪問し、フン・セン首相
らと、クメール・ルージュ裁判や経済協力な
どに関し、意見交換を行った。

タイ
内政面では、タクシン元首相を支持する勢

力と同元首相の復権に反発するアピシット政
権を含む勢力との対立が顕在化した。2月の
最高裁判所によるタクシン元首相の国内資産
を没収する判決を契機に、3月から5月にか
けてタクシン元首相支持派（赤シャツ・グ
ループ）がバンコクの中心部を占拠し、早期
の国会解散を求める大規模な反政府集会を
行った。これに対しタイ政府は、非常事態宣
言を発表し、交渉による解決も試みたが成功
には至らず、5月19日、タイ政府は軍を中心
とした治安部隊を投入し、集会を終了させ
た。反政府集会の期間中のデモ隊と治安部隊
との衝突により、日本人1名を含む多数の死
傷者が発生した。反政府集会の収束後、アピ
シット首相は、赤シャツ・グループの幹部を
拘束する一方で、国民和解のための様々な委
員会を立ち上げた。現在、治安は回復し、事
態は沈静化しているが、タイ社会における基
本的な対立構造は依然継続している。

外交面でも、国内政治の動向が影響を与え
た。2009年、カンボジア政府が、タクシン
元首相を同国の経済顧問に迎え入れたことな
どから、両国関係は悪化していたが、2010
年8月のタクシン元首相の顧問辞任を機に、
アピシット首相とフン・セン・カンボジア首
相との首脳会談などを経て、両国関係は改善
に向かった。しかし、2011年2月国境地域に
おいてタイ・カンボジア両軍の間で軍事的な
衝突が発生し、両国関係は再び緊張してい
る。

日・タイ間では、2009年に署名した日・
タイ受刑者移送条約が2010年8月に発効する
など、司法分野での協力関係が進展した。ま
た、外相会談が1年を通じ4回実施されるな
ど、政治レベルの交流も活発に行われた。8

イ

シハモ二・カンボジア国王陛下御退京につき、迎賓館赤坂離宮を御訪問
になる天皇皇后両陛下（5 月 19 日、東京　写真提供：宮内庁）
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月には、岡田外務大臣がタイを訪問し、アピ
シット首相、カシット外相とそれぞれ会談を
行い、日本人死亡事件の真相究明を求めた
他、9月には、日本とタイとの共催で、「東
西・南部経済回廊に関する日メコン国際会
議」（於：バンコク）が開催され、日本とタ
イが協力してメコン地域開発を積極的に推進
することが確認された。

ベトナム
2010年は、ベトナムにとって、現在のハ

ノイ市に初めて還都されて1,000年の記念に
当たる年であり、盛大に記念行事が行われた
他、ASEAN議長国としてASEAN関連首脳
会議を主催したことから、多くの外国要人が
訪問した年でもあった。2011年1月12日か
ら19日には、第11回ベトナム共産党大会が
開催され、10年後に近代工業国家入りを目
指すことが謳

うた

われた「政治報告」、そのため
の「10か年発展戦略」、その他、「修正党網
領」、「修正党規約」などの文書が採択され
た。書記長人事については、グエン・フー・
チョン現国家議長が選任され、同書記長を始
めとする党政治局員14名も確定した。経済
面では、慢性的な貿易赤字やインフレに対す
る懸念がある一方、経済成長率が回復の兆し
を見せ、当初予想を上回る7％近くという高
い成長率が見込まれている。

日・ベトナム関係では、1月にはキエム副
首相兼外相が外務省賓客として訪日し、岡田
外務大臣との間で日越協力委員会第3回会合
を実施した。10月には、ASEAN関連首脳会
議開催に合わせ菅総理大臣がベトナムを公式
訪問し、ズン首相との間で、「戦略的パート
ナーシップ」を包括的に推進していくことで
一致し、原子力発電所建設やレアアース開発
において協力していくこととなった。

ミャンマー
2010年3月、民政移管のための総選挙に関

する関連法が制定されたが、自宅軟禁措置を
受けていたアウン・サン・スー・チー女史を
含む政治犯に対し選挙に参加する権利が与え
られない内容であったことから、同女史の率
いる国民民主連盟（NLD）は、総選挙に参
加しないことを決定した。その後、8月には、
総選挙を11月7日に実施することが発表さ
れ、同日、37政党が参加して総選挙が実施
された。選挙の結果、テイン・セイン首相が
党首を務める連邦連帯開発党（USDP）が全
体で76％の議席を獲得し圧勝した。国民民
主連盟（NLD）からの離党者が結成した国
民民主勢力（NDF）の議席数は全体で16議
席であった。11月13日には、約7年半ぶり
にスー・チー女史に対する自宅軟禁措置が解
除された。

日本は、総選挙に関し、自由・公正で開か
れたものとするよう累次にわたりミャンマー
政府に働きかけてきたこともあり、今般の総
選挙は残念なものであったという内容の談話
を発表した。2011年1月31日には、2010年
11月7日に実施された総選挙の結果を踏まえ、
1988年以来23年ぶりに国会が召集されると
ともに、2月4日には、ミャンマー国会にお

ウ

エ

日・ベトナム首脳会談における、アジアにおける平和と繁栄のための戦
略的パートナーシップを包括的に推進するための日越共同声明署名式に
出席する菅総理大臣（前左列）とズン・ベトナム首相（10 月 31 日、ベ
トナム・ハノイ　写真提供：内閣広報室）
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ける選挙の結果、テイン・セイン首相が新大
統領に選出された。日本は、テイン・セイン
大統領のリーダーシップの下、ミャンマー新
政府が、より開かれた、民主的なミャンマー
に向けて前向きな措置を講じていくことを期
待するとともに、日本を始め国際社会との関
係が一層強化されることを希望する旨、談話
を発出した。スー・チー女史に対する自宅軟
禁の解除に関しては、これを一歩前進と考え
る旨の談話を発表した。日本としては、ミャ
ンマー政府が人道状況の改善、民主化及び国
民和解の実現に向けて、今後一層前向きな措
置をとることを期待しており、引き続き働き
かけている。また、2007年のデモの際の日
本人ジャーナリスト死亡事件に関する真相究
明を引き続き求めている。

国際社会では、欧米諸国などが、自由・公
正で開かれた総選挙の実施という観点に鑑み
てミャンマー政府の対応が十分ではないとし
て厳しく対応した。一方でミャンマー政府
は、最高指導者であるタン・シュエ国家平和
開発評議会（SPDC）議長が7月にインド、9
月に中国を訪問するなど近隣諸国との関係を
強化した。

ラオス
2010年は、ラオスにとって、2011年に予

定される第9回人民革命党大会に向けた準備
の年であるとともに、前回党大会にて採択さ
れた諸決議、第6次経済社会開発5か年計画
の実施最終年として重要な年となった。経済
面では7％台の高い成長率を記録し、外交面
では第1回クラスター弾に関する条約締約国
会議を主催し、成功裏に終えた。

日・ラオス関係では、2010年は外交関係
開設55周年に当たり、3月には、チュンマ
リー国家主席兼党書記長がラオス国家主席と

して初めて公式に訪日し、鳩山総理大臣との
日・ラオス首脳会議では、経済協力の他、貿
易・投資促進、環境・気候変動分野における
今後の協力関係について意見交換が行われ
た。さらに、両首脳は日・ラオス共同声明を
発表し、両国関係を「包括的パートナーシッ
プ」として強化していくことで一致した。そ
の後も、日本から3月に秋篠宮殿下及び真子
内親王殿下がラオスを私的御旅行になるな
ど、活発な要人往来が行われた。また、日本
及びラオス両国で、民間団体による外交関係
開設55周年を記念しての各種交流事業が数
多く実施された。

インドネシア
ユドヨノ政権は、2010年も安定した政権

基盤の上に、積極的な政権運営を継続した。
堅実なマクロ経済運営もあり、経済も引き続
き好調で、株価指数や外貨準備高などは過去
最高を記録した。

10月、西スマトラ州ムンタワイ沖でマグ
ニチュード7.7の地震とそれに伴う津波が発
生し、450人を超える死者など、甚大な被害
が生じた。同月に発生したジャワ島中部のメ
ラピ山の噴火による犠牲者も400人近くに
上った。こうした被害に対し、日本は50万

オ カ

クラスター弾の実物を視察する徳永外務大臣政務官（右から 2 番目）（11
月 8 日、ラオス・シェンクアン県）
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米ドルの緊急無償資金協力を実施するととも
に、火山専門家・呼吸器疾患専門家から成る
国際緊急援助隊専門家チームを派遣した。

豊富な天然資源と大きな市場を有する地域
大国であり、シーレーン（海上輸送路）上の
要衝にあるインドネシアは、日本にとって重
要な戦略的パートナーであり、G20のメン
バーとして国際社会における存在感も増して
いる。2010年も、日本はこうしたインドネ
シアと、G20サミット、横浜APECなどの機
会に首脳会談や外相会談などを行い、緊密な
二国間関係の更なる強化を確認した。10月、
両国の複数の経済閣僚が初めて一堂に会する
形で日･インドネシア閣僚級経済協議が東京
で開催され、両国間の経済関係全般につい
て、広範かつ具体的な意見交換が行われた。
インドネシアがアジア地域における民主主義
の促進を目指して開催している「バリ民主主
義フォーラム」の枠組みの下、5月のフィリ
ピン大統領選挙など及び7月の日本の参議院
議員選挙の際に、「選挙訪問プログラム」が
実施された。また、12月の第3回閣僚会合に
は前原外務大臣が出席し、「多様性の中の民
主主義〜アジアの特徴を力にして〜」と題す
る演説を行った。この機会に前原外務大臣他
とハッタ経済担当調整大臣他との間で「首都
圏投資促進特別地域」構想に関する協力覚書

が署名され、ジャカルタ首都圏におけるイン
フラ整備や官民対話の実施を一層促進してい
くことで一致した。

シンガポール
リー・シェンロン首相は、11月に小規模

な内閣改造を行いつつ、引き続き安定した政
権運営を行っている。経済面では、海外の堅
調な需要を背景にエレクトロニクスや医薬品
を中心とする製造業の景況が急回復するとと
もに、カジノに代表される総合リゾート施設
の開業による観光関連産業の拡大などを受
け、2010年のGDP成長率が14.5％と過去最
高を記録した。

シンガポールは地域の経済活動の中核であ
り、日本企業も数多く進出する地域の拠点で
ある。外交面においては、2010年にAPEC
議長を務めた日本と、前年に議長を務めたシ
ンガポールとの間で緊密な連携がなされた。
両国間では、ASEAN、APECなど国際会議
の機会を利用しての首脳会談、外相会談や閣
僚などの相手国への訪問が行われた。

フィリピン
5月の大統領選挙の結果、9年に及んだア

ロヨ前政権からアキノ政権への政権交代が実
現するなど、2010年はフィリピンにとって
転換期となった。

アキノ大統領は、7割を超える高い支持率
を背景に、汚職・腐敗の撲滅、ミンダナオ和
平、投資環境整備による成長及び雇用創出、
教育改革、行財政改革などを重要課題として
取り組む決意を表明した。経済面において
は、経済・金融危機や前年の台風被害の影響
から回復し、鉱工業、製造業、不動産業、
サービス業の堅調な伸びに支えられ、順調で
ある。また、雇用創出の観点から、公共事業

キ

ク

バリ民主主義フォーラム（12 月 10 日、インドネシア）
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における官民連携を積極的に推進している。
アキノ大統領は内政に集中する姿勢を打ち

出しつつ、外交面においては、外交を通じた
経済利益の追求、海外フィリピン人労働者の
保護を優先課題としている。

フィリピンは日本にとって、安全保障、緊
密な経済関係、人的交流などの観点から重要
な隣国である。日本は、5月のアキノ大統領
就任式には藤村外務副大臣を特派大使として
派遣し、アキノ大統領との間で良好な日・
フィリピン関係の維持・強化を確認した。10
月のASEAN関連首脳会議の際の首脳会談で
は、戦略的パートナーシップを育んでいくこ
と、フィリピンの経済発展・貧困撲滅及びミ
ンダナオ和平の努力を引き続き支援していく
ことを確認するとともに、日・フィリピン
EPAの重要性につき認識が一致した。ミン
ダナオ和平については、日本は引き続き国際
監視団（IMT）への開発専門家派遣、ミン
ダ ナ オ に お け る 経 済 協 力 案 件 の 実 施

（J-BIRD）、国際コンタクト・グループ（ICG）
参加を通じた和平交渉支援を行っている。

ブルネイ
経済・金融危機や資源価格下落の影響でブ

ルネイ経済の成長は鈍化したが、石油・天然
ガスを産出するアジア有数の高所得国であ
り、依然として国民の生活水準は高い。5月
には小規模な内閣改造を行い、引き続き内政
は安定している。日本は、液化天然ガス

（LNG）総輸入量のうち約1割を同国から輸
入しており、エネルギー安全保障の観点から
も日本にとって重要な国である。

マレーシア
ナジブ政権は、3月に経済改革の具体的方

針を提示した「新経済モデル」、6月に2011
から2015年の経済開発計画となる「第10次
マレーシア計画」、10月に経済重点分野を明
示する「経済変革プログラム」など、相次い
で経済関連の施策を発表した。これらの施策
を通じ、サービス及び金融分野を始めとする
経済改革と外国投資の誘致を進め、2020年
までの先進国入りを目指すとともに、マレー
系優遇策の修正を試みつつ、非マレー系住民
からの支持獲得を図っている。

マレーシアは、日本にとって重要なシー
レーンであるマラッカ海峡の沿岸国としての
地政学的重要性を有し、日本企業の主たる海
外製造拠点や日本に対する重要な天然資源供
給地となっている。1980年代からマレーシ
アがとってきた東方政策を基盤として、日・
マレーシア両国は良好な関係を発展させてき
た。4月にナジブ首相が就任後初めて公賓と
して訪日した際には、首脳会談の成果文書で
ある共同首脳声明「新たなフロンティアへ向
けて強化されたパートナーシップ」におい
て、環境・エネルギーを始めとする4分野で
の協力強化を表明した。9月にピーター・チ
ン・エネルギー・環境技術・水大臣が訪日し
た際には、原子力に関する協力覚書への署名
が行われた。4月の首脳会談の結果も踏まえ、
両国はマレーシアに日本型工学教育を行う

「マレーシア日本国際工科院（MJIIT）」を開
校する準備を進めている。

ケ

コ
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（4）東ティモール

東ティモール政府は、国連東ティモール統
合ミッション（UNMIT）の支援も受けつつ、
紛争後の復興段階から本格的な経済社会開発
段階へと進みつつある。内政面でも、与野党
の厳しい対立の中、国民議会内での論戦を通
じて議会制民主主義が定着しつつある。

日本は、地域の平和と安定、平和構築への

貢献という観点から、東ティモールの国づく
りを一貫して支援している。3月には鳩山総
理大臣とラモス＝ホルタ大統領との間で、未
来志向の二国間関係の継続・発展を確認し
た。9月からはUNMITに軍事連絡要員とし
て自衛官2名を派遣するなど、人的貢献を含
めた国づくり支援を進めている。

4　南アジア

インド情勢
2009年春の総選挙で発足したコングレス

党を中心とする第2次シン政権は、「包摂的
成長」を掲げ、農村や貧困層などの社会的弱
者対策を積極的に進める基本方針の下で、概
ね安定した政権運営を行っている。しかし、
原子力被害賠償責任法の議会審議が難航する
など、議会では守勢に立たされる場面も度々
見られた。

経済面では、インド政府による2010年度
の成長率見込みが8.6%（最大9.25%）と、経
済・金融危機以前の成長率に戻りつつある。
一方、野菜や果物などの食料価格の高騰が課
題となっている。

外交面では、引き続き主要国との関係強化
に取り組んでいる。米国とは民生用原子力を
始め、テロ対策、保健など幅広い分野で協力
を強化しており、オバマ米国大統領は訪印時
にインドの国連安保理常任理事国入りの支持
を表明した。中国とは外交関係開設60周年
に当たり、5月にパティル大統領が訪中した
他、12月の温家宝中国国務院総理訪印時に
は、総額160億米ドルに上る商談が成立し、

2015年までの目標貿易額を1,000億米ドルと
することで一致した。パキスタンとの間で
は、4月の首脳会談で関係改善に向けた話合
いを行うことで一致したことを受け、7月に
クリシュナ外相がパキスタンを訪問し、外相
会談が行われた。2011年2月には、両国が全
ての事項に関する対話を再開することで一致
した。

日印関係
日本にとってインドは、民主主義などの基

本的価値を共有し、シーレーン（海上交通

ア

イ

（1）インド

日・インド首脳会談に臨む菅総理大臣（右）とシン・インド首相（10
月 25 日、東京　写真提供：内閣広報室）
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路）上の要衝に位置するという地政学的な重
要性を持ち、また南アジア地域の安定にも重
要な役割を担う戦略的なパートナーである。
経済面では、多くの人口を抱え、成長著しい
新興国として、日本企業にとっての潜在市
場、生産拠点としての重要性も増している。
日・インド両政府は「戦略的グローバル・
パートナーシップ」を構築し、毎年交互に首
脳が相手国を訪問し年次首脳会談を行ってお
り、様々な分野で関係を強化している。安全
保障分野では、7月に第1回次官級「2＋2」
対話が開催されるなど協力が強化されてい

る。経済面では、10月のシン首相訪日の際
に、包括的経済連携協定（CEPA）の交渉が
完了（2011年2月に署名）した他、閣僚級経
済対話の設置に合意した。また、貨物専用鉄
道建設計画（DFC）やデリー・ムンバイ間
産業大動脈構想（DMIC）などのインフラ整
備協力を継続している。6月には、地球温暖
化対策やインドとの二国間関係の強化など
様々な観点を総合的に勘案し、インドとの原
子力協定交渉を開始しており、早期妥結に向
けて交渉を行っている。

（2）パキスタン

パキスタンでは、ギラーニ首相が経済改革
やテロ・治安対策などの課題に引き続き取り
組んだが、ザルダリ大統領の資金洗浄疑惑に
関する司法との対立や、夏の記録的な豪雨に
よる洪水被害、閣僚人事や税制改革をめぐる
連立与党内の対立など、2010年も引き続き
困難な政権運営となった。

経済面では、経済成長率や貿易赤字に改善
の兆しも見られたが、物価上昇、財政赤字の
増加、電力不足など多くの課題が残ってい
る。特に、改正一般売上税の導入や財政赤字
の削減といった財政健全化への取組が停滞し
ている。

パキスタンでは、7月後半から広範囲で記
録的な豪雨が続き、国土全体の5分の1が冠
水し、インダス川流域を中心に、1,800名以
上の死者、2,100万人以上の被災者が生じた。
これに対し、国連は総額約19.4億米ドルの緊
急支援要請を発表し、8月の国連総会特別会
合や、10月のパキスタン・フレンズ閣僚会
合、11月のパキスタン開発フォーラムにお
いて、早期復旧・復興に向けた国際社会の取

組が議論され、各国から相次いで大規模な支
援が表明された。日本も、総額約5.68億米ド
ルに上る緊急人道・復旧支援を実施するとと
もに、パキスタン中部の被災地に国際緊急援
助隊として自衛隊ヘリコプター部隊や医療
チームを派遣した。

治安情勢は、軍による連邦直轄部族地域で
のパキスタン・タリバーン運動掃討作戦が一
定の効果を収めたものの、2010年のテロ発
生件数及び死者数は過去最悪を記録した
2009年とほぼ同水準で推移した。アフガニ

パキスタン開発フォーラムで演説する菊田外務大臣政務官（左）（11 月
15 日、パキスタン・イスラマバード）
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スタンとの国境地域では自爆テロ事件が多発
し、都市部でも軍による掃討作戦に起因する
と思われる報復テロ事件、宗派・民族間抗争
によるテロ事件が相次いだ。

日本は、パキスタンを国際社会のテロ撲滅
のための取組における最重要国の1つと位置
付け、現在困難に直面しつつも、民主政権下
で取組が進められているテロ対策や経済改革
を支援している。7月に、ハノイ（ベトナム）
においてASEAN関連外相会合に出席中の岡
田外務大臣が、クレーシ外相と会談した他、
9月には、就任直後の前原外務大臣が国連総
会の機会に、クレーシ外相と会談を行い、洪
水被害に対する日本の支援、経済関係、軍
縮・不拡散などについて意見交換を行った。
11月には、菅総理大臣とザルダリ大統領と

の間で電話会談が行われ、同大統領から、引
き続きテロ掃討作戦及び経済改革に取り組む
旨の決意が示された。さらに、2011年2月に
は、ザルダリ大統領が訪日して、首脳会談が
行われ、アフガニスタンを含む地域の安定化
やテロ対策、両国の投資・貿易といった経済
関係強化などについて意見交換を行った。ザ
ルダリ大統領からは、貿易投資促進のための
行動計画を策定する旨表明し、両首脳は二国
間の経済関係強化のための方途を検討してい
くことで一致した。また、菅総理大臣は日本
としてもパキスタンへの支援を継続していく
用意があり、インフラ分野や水管理、エネル
ギーなどの分野における協力も重視していき
たい旨述べた。

（3）スリランカ、バングラデシュ、ネパール、ブータン、モルディブ

スリランカ
スリランカでは、2010年1月26日に大統

領選挙が実施され、ラージャパクサ大統領
（得票率約58%）が対立候補となったフォン
セーカ前国防参謀長（同約40％）を大差で
破り、再選され、11月から2期目の任期（6
年）を開始した。また、4月8日に実施され
た議会総選挙では、ラージャパクサ大統領率
いる与党統一人民自由連合が全225議席中過
半数を大きく上回る144議席を獲得し、政権
基盤を固めた。

スリランカ政府は、内戦終結直後は29万
人とも言われた国内避難民（IDP）の再定住
を進めるとともに、IDPへの支援を継続して
いる。また国民和解を進めるために、5月に

「過去の教訓・和解委員会」を設置し、同委
員会は8月から各地で公聴会を開き、政府関
係者、有識者、軍人、各地の住民などから意

見聴取を行っている。また、国連はスリラン
カ政府が内戦末期の人権問題について説明責
任を果たす上で必要な基準などを明らかに
し、潘

パ ン ギ ム ン

基文事務総長に報告するための専門家
パネルを6月に設置した。スリランカ政府は
当初このような国連の取組に反対する意向を
表明し、国連との関係が悪化したが、9月の
国連総会時のラージャパクサ大統領と潘事務
総長との会談などを通じて国連との関係が改
善した。

日本との関係では、7月にスリランカの
ピーリス外相及びラージャパクサ経済開発相
が来日し、岡田外務大臣、直嶋正行経済産業
大臣、前原国土交通大臣らと会談した。外相
会談では岡田外務大臣から、スリランカ政府
がIDP再定住、国民和解及び内戦末期の人権
問題について前向きな対応を取るよう働きか
けた。ピーリス外相はスリランカ政府のこれ

ア
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までの対応を説明し、日本のNGOや報道関
係者の北部地域へのアクセス改善などに便宜
を図る旨を述べた。

バングラデシュ
人口約1億5,000万人を抱えるバングラデ

シュは、後発開発途上国ではあるものの、経
済は堅調に成長し、安価で質の高い労働力が
豊富な生産拠点として、また、インフラ整備
などの潜在的な需要が大きい市場として注目
を集めている。

2009年1月に発足したハシナ政権は、独立
50周年に当たる2021年までに中所得国とな
ることを目標とする「ビジョン2021」政策
を掲げ、教育・保健の充実、食料供給安定、
物価対策、エネルギー供給確保などで一定の
成果を上げている。ただし、野党は1年半以
上にわたり国会審議を拒否し続けており、厳
しい与野党対立が継続している。

経済面では、近年5％以上の経済成長を持
続し、縫製品を中心とした輸出も好調を維持
しているが、安定した電力・天然ガスの供給
が引き続き課題となっている。また、海外移
住者及び出稼ぎ労働者からの海外送金が多
く、2009年度経常収支は約31億米ドルの黒
字となっている。

日本との関係では、7月に岡田外務大臣と
モニ外相との間で外相会談が実施され、11
月末には、ハシナ首相が公式実務訪問賓客と
して訪日し、天皇陛下に謁見した他、首脳会
談、ビジネスセミナー出席、広島・大阪訪問
を行った。首脳会談では経済分野における政
府間協議の立ち上げの提案や、ニット製品の
一般特恵関税の基準緩和、投資環境改善に向
けた行動計画の策定など、幅広い分野での二

国間の経済関係の強化が議論された。菅総理
大臣からは、パドマ多目的橋建設計画に対す
る約4億米ドル相当の円借款の支援を表明し
た。

ネパール
ネパールでは、2006年11月の内戦終結後、

制憲議会の下、新憲法の制定及びマオイス
ト 34兵の国軍への統合・社会復帰問題を始め
とする民主化・和平プロセスに取り組んでい
る。しかし、2010年6月には、マオイストの
妨害による予算審議の遅れが原因となって、
共産党UMLのネパール首相が辞意を表明し、
その後16回もの首相選挙にも関わらず次期首
相は選出されず、政情は膠

こう

着状態が続いた。
2011年1月には、国軍とマオイスト兵の武器
と兵士を監視することを目的とする国連ネ
パール政治ミッション（UNMIN）のマンデー
トが終了し、2007年1月から日本が軍事監視
要員として派遣した自衛隊員6名が帰国した。
その後、2月になり、共産党UMLのカナル氏

イ

ウ

日・バングラデシュ首脳会談に臨む菅総理大臣（左）とハシナ・バング
ラデシュ首相（11 月 29 日、東京　写真提供：内閣広報室）

34	中国の毛沢東思想に影響を受けた者を指す。特にネパールでは、ネパール共産党毛沢東主義の通称となっている。
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（4）南アジア地域協力連合（SAARC）

日本は2007年からSAARCにオブザーバー
として参加し、民主化・平和構築支援、域内
連携促進支援、人的交流促進支援などを通じ
て南アジアの域内連携を支援している。ま
た、日本は「日本・SAARC特別基金」を通
じて、これまで3回のエネルギー・シンポジ
ウムを開催しており、「21世紀東アジア青少
年大交流計画」の一環として、2010年には、
高校生や理工系大学院生、日本語学習者・教

師など約190人の青少年を招へいした。また、
4月にはブータンで開催されたSAARCの首
脳会議に西村外務大臣政務官が出席し、開会
式セッションで、気候変動・環境分野や南ア
ジアの安定と発展に対する日本の支援に関す
るスピーチを行った他、ブータンやアフガニ
スタン、モルディブの首脳らと二国間会談を
それぞれ行った。

が首相に選出されたものの、組閣が遅れるな
ど膠着状態が続いている。

ブータン
ブータンでは、先代国王の下で議会制民主

主義を基本とする立憲君主制への移行が進め
られ、2007年12月（上院）及び2008年3月

（下院）に初の民主的な選挙が実施され、
ティンレイ首相を首班とする内閣が発足し
た。2008年7月に憲法が施行され、11月には
ケサル現国王が戴冠し、現在ティンレイ政権
の下で民主化の定着のための取組が行われて
いる。2010年4月には、ティンレイ首相が来

日し、鳩山総理大臣など日本政府要人との会
談が行われた。

モルディブ
モルディブでは、ナシード大統領率いる与

党モルディブ民主党（MDP）が国会で過半
数を有しておらず、政府提出の法案に野党の
協力が得られないなど政治的停滞を理由に、
6月には全閣僚が辞任するという事態へと発
展した。ナシード大統領は辞任した閣僚全員
を再任したものの、野党が多数を占める国会
では半数以上の閣僚について再任の承認が行
われず、与野党対立が継続している。

エ オ

日本とオーストラリアは、共に米国の同盟
国であり、基本的価値と戦略的利益を共有す
るアジア太平洋地域における戦略的パート
ナーである。近年、日豪間では貿易・投資関
係のみならず、安全保障協力も急速に進展し
ている。

2010年は、相互への訪問や国際会議に際

しての会談を通じ、両国の首脳及び閣僚レベ
ルで活発に交流が行われ、両国の関係が更に
強化された。

安全保障協力
（ア）二国間安全保障協力

日本とオーストラリアの安全保障協力は、

ア

（1）オーストラリア

5　大洋州
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2010年も法的基盤の整備を中心に着実に進
展した。具体的には、5月に東京において、
岡田外務大臣、北澤防衛大臣、スミス外相、
フォークナー国防相が出席して、第3回日豪
外務・防衛閣僚協議（2＋2）を実施し、日
豪物品役務相互提供協定（ACSA）を署名す
るに至った。日豪秘密情報保護協定について
も交渉が進展し、2010年はオーストラリア、
日本の双方で交渉が行われた。

核軍縮・不拡散分野においても極めて緊密
な協力が行われた。2月に岡田外務大臣が
オーストラリアを訪問した際、スミス外相と
外相会談を行い、「核兵器のない世界に向け
て」と題する共同ステートメントを発表した
他、3月には5月のNPT運用検討会議に向け
て日豪両政府共同で核軍縮・不拡散に関する
作業文書を提出した。9月の国連総会におい
て、前原外務大臣は、ラッド外相と核軍縮・
不拡散に関する外相会合を共催した。また、
11月に訪豪した際には、同分野で主導的な
役割を果たしている日豪両国の協力関係を再
確認し、更に深めていく目的で「核軍縮及び
不拡散に関する共同ステートメント」を発表
した。

（イ）日米豪戦略対話

日米豪戦略対話は、2000年に高級事務レ

ベルで始まり、2002年から閣僚級会合が開
始された。戦略的利益と基本的価値を共有す
る日米豪3か国が、地域の諸課題について率
直な意見交換を行うとともに、具体的な安全
保障協力を推進している。

また、2010年7月に東京において開催され
た高級事務レベル協議（次官級）において
は、対テロや不拡散などの作業部会で、3か
国が共通して取り組んでいる地域的及び国際
的な課題が取上げられるとともに、引き続き
これらの協議を行っていく重要性が再確認さ
れた。

経済関係
日本とオーストラリアの経済関係は、日本

から工業品を輸出し、オーストラリアから資
源、農産物などを輸入するという相互補完的
なものである。こうした関係を一層強化する
ために、2007年から日本はオーストラリア
とEPA交渉を開始し、2011年2月までに12
回の交渉を行った。前原外務大臣は、11月
に訪豪した際、エマーソン貿易相と日豪
EPA交渉の前進を図っていくことで一致し
た。

資源・インフラ分野に関しても日豪経済関
係は緊密化している。前原外務大臣の訪豪
時、ラッド外相は、オーストラリアがレア

イ

日豪外相会談における前原外務大臣（左）とラッド・オーストラリア外
相（11 月 23 日、オーストラリア・キャンベラ）

日本の海外工場を視察する伴野外務副大臣（中央）（12 月 5 日、オース
トラリア・メルボルン）
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太平洋島嶼国には親日的な国が多く、国際
社会での協力や水産資源の供給の面で、日本
にとって重要なパートナーである。2010年
は、初の試みとなる太平洋・島サミット中間
閣僚会合の開催や、前年に引き続いての様々
な要人往来を通じ、日本と太平洋島嶼国の関
係が一層強化された。

太平洋・島サミット中間閣僚会合
太平洋・島サミットは、日本と太平洋島嶼

国との関係を強化し、同地域の発展に日本が
共に取り組むために、1997年以降3年ごとに
開催されてきた。前回の第5回太平洋・島サ
ミットは、2009年5月、北海道 占

しむかっぷ

冠 村トマ

ムにて開催された。
同サミットで発表された「北海道アイラン

ダーズ宣言」においては、第6回太平洋・島
サミットまでの中間の年に当たる2010年に、
第5回太平洋・島サミットの成果の実施状況

ア
太平洋・島サミット中間閣僚会合（10 月 16 日、東京）

（3）太平洋島嶼
しょ

国

（2）ニュージーランド

日本とニュージーランドは、互いにアジア
太平洋地域の先進民主主義国の一員として基
本的価値を共有しており、良好な二国間関係
を維持している。

2010年は、国際会議やニュージーランド
の閣僚の訪日の機会に、首脳級及び閣僚級の
会談が行われ、両国は、環太平洋パートナー
シップ（TPP）協定交渉、安保理改革、気候
変動など多岐にわたる問題について、意見交

換を行った。
2011年2月、クライストチャーチ市近郊で

発生した地震では、日本人を含む死者・行方
不明者は200名以上となった。地震発生後、
日本は迅速に国際緊急援助隊を派遣するとと
もに、ニュージーランド赤十字社に対して
50万米ドルの緊急無償資金協力を行い、日
本人を始め被災者の救助やニュージーランド
への協力を実施した。

アースを日本に対して長期的かつ安定的に供
給する準備がある旨表明した。前原外務大臣
からは、資源・インフラ分野における日豪間
の政治レベルでの対話を強化していきたい旨
を表明した。これを受けて12月に伴野外務
副大臣がシドニー、メルボルン、パースを訪
問した際、資源・インフラ分野の対話を行っ
た。

捕鯨問題
捕鯨問題は、良好な二国間関係において、

両国の立場が大きく異なる唯一の問題であ
る。国際捕鯨委員会（IWC）において外交
的な解決を図るために関係国が真摯に交渉を
行っている中で、オーストラリア政府は
2010年5月、南極海における日本の調査捕鯨
について国際司法裁判所（ICJ）に提訴した。

ウ
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をフォローアップするとともに、第6回太平
洋・島サミットに向けた準備プロセスを開始
するため、ハイレベルでの中間閣僚会合を開
催することが明記された。これを受けて日本
は、2010年10月16日、東京において太平
洋・島サミット中間閣僚会合を開催した。

中間閣僚会合は、前原外務大臣が議長を務
め、太平洋諸島フォーラム（PIF）35からナタ
ペイ・バヌアツ首相（PIF議長）及び16か
国・地域の副首相・外相などの閣僚級の参加
を得て開催された。

同会合では、前原外務大臣から、第5回サ
ミットで表明した3年間で500億円規模の支
援のうち、これまでに約323億円の支援を実
施した旨を報告した。これに対し、出席者か
らは、日本の着実な支援に対する謝意が表明
された。

また、前原外務大臣から、次回サミットを
2012年5月25日及び26日に沖縄県名護市で
開催する旨を発表し、同サミットに向けた優
先課題として、①更なる関係強化に向けた日
本の政治レベルによる訪問強化、②最も援助
効果の高い分野に焦点を当てた継続的な支援
の実施、③中長期的な関係強化に向けた太平
洋島嶼国の若手招へい事業の充実、④気候変
動分野での更なる協力などを表明した。

本会合以外にも、参加者全員による総理大
臣との会談、前原外務大臣によるバヌアツ、
フィジー代表との二国間会談、伴野外務副大
臣による夕食会、菊田外務大臣政務官による
9つの二国間会談及び5か国・地域との昼食
会を通して、太平洋島嶼国・地域のハイレベ
ルと幅広い意見交換を行い、二国間関係の強
化が図られた。

二国間関係
2010年は、太平洋島嶼国・地域との関係

ではハイレベル訪問が活発に行われた。3月
には実務訪問賓客としてソマレ・パプア
ニューギニア首相が来日し、日・パプア
ニューギニア首脳会談を行い、両国間で投資
協定の交渉を開始することで一致した。2011
年2月には、菊田外務大臣政務官がパプア
ニューギニアを訪問し、ポリエ外相との間で
投資協定の実質合意を発表した（同外務大臣
政務官はソロモンも訪問）。2010年4月には、
西村外務大臣政務官がサモア、フィジー及び
ソロモンを訪問し、トゥイアトゥア・サモア
元首やクンブアンボラ・フィジー外相、フォ
ノ・ソロモン副首相など各国政府要人との間
で、二国間関係の強化や気候変動問題につい
て意見交換を行った。また、11月にはモリ・
ミクロネシア大統領が訪日し、日・ミクロネ
シア首脳会談において太平洋・島サミットや
国連安保理改革について意見交換が行われ
た。

日・太平洋諸島フォーラム（PIF）関係
2010年8月、バヌアツ共和国の首都ポート

ビラにおいて、PIF総会の直後に開催された
第21回PIF域外国対話 36には、日本から西
村外務大臣政務官が参加し、太平洋島嶼国・
地域が抱える諸問題について協議が行われ
た。また、西村外務大臣政務官は、PIF議長
であるナタペイ・バヌアツ首相を始めとする
太平洋島嶼国の代表、キャンベル米国国務次
官補、崔

さい

天
てん

凱
がい

中国外交部副部長などとの間で
二国間会談を行い、太平洋島嶼地域情勢に関
する意見交換を行った。

イ

ウ

35	 PIF 加盟国・地域：オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、キリバス、マーシャル、ミクロネシア、ナウル、パラオ、パプアニューギニ
ア、サモア、ソロモン、トンガ、ツバル、バヌアツ、クック諸島、ニウエの 14 か国 2 地域。

36	 PIF 域外国対話：PIF の前身の南太平洋フォーラム（SPF）（2000 年 10 月から太平洋諸島フォーラム（PIF）に名称を変更）が、1989 年以来援助国
を中心とする域外国との間で毎年実施しているものであり、日本は第 1 回対話から継続してハイレベル代表団を派遣している。
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EASは、地域及び国際社会の重要な問題
について首脳間で率直な対話を行うととも
に、地域共通の課題に対し、首脳主導で具体
的協力を進展させる目的で、2005年12月に
クアラルンプール（マレーシア）で発足し
た。EASには、ASEAN+3（日中韓）に加
え、オーストラリア、ニュージーランド、イ
ンドといった民主主義国が参加しており、域
内における民主主義などの基本的価値の尊重
や、貿易・投資などに関する国際的な規範の

強化に貢献することが期待されている。2011
年から米国、ロシアが正式に参加する予定で
あり、EASにおける政治・安保、経済面で
の協力の推進は、アジア地域はもとより、世
界の安定と繁栄にとって、一層大きな意義を
持つことが期待される。加えて、将来「東ア
ジア共同体」を形成していく上で、今後重要
な役割を果たすことも期待されている。

2010年7月にハノイで開催されたEAS参
加国外相非公式協議では、EASへの参加に

アジア太平洋における国際的枠組み一覧

ブルネイ
インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
タイ
ベトナム

カンボジア
ラオス
ミャンマー

オーストラリア
ニュージーランド

インド

台湾
香港

パプア
ニューギニア

カナダ

メキシコ
チリ
ペルー

北朝鮮

バングラデシュ
スリランカ
東ティモール

パキスタン
モンゴル

日本日本
韓国
中国

（注1）2011年からEASに正式参加予定
（注2）ASEMには、欧州委員会とEU加盟国がそれぞれ参加

米国（注1）

ロシア（注1）EU（注2）

東南アジア諸国連合
（ASEAN）

ASEAN+3
東アジア首脳会議
（EAS）

アジア太平洋経済協力
（APEC）

ASEAN地域フォーラム
（ARF）

ASEAN拡大外相会議
（ASEAN・PMC）

日中韓

アジア欧州連合
（ASEM）

6　地域協力・地域間協力

（1）東アジア首脳会議（EAS）（参加国：東南アジア諸国連合（ASEAN）10か国＋日本、中国、韓国、
オーストラリア、ニュージーランド、インド（米露は2011年から正式参加予定））

フィジー情勢
日本は、非民主的な政権が続き、PIFや英

連邦から参加資格を停止されているフィジー
との継続的な対話を重視し、これまで種々の
機会を捉え、民政復帰を促している。2010
年10月に開催された太平洋・島サミット中

間閣僚会合においても他の島嶼国と同様、
フィジーから閣僚レベルを招待した他、日・
フィジー外相会談を行い、粘り強い対話を通
じ民政復帰を働きかけた。これに対し、フィ
ジー側からは、2014年までに総選挙を実施
するとの表明があった。

エ
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2009年10月ASEAN関連首脳会議（於：チャアム・ホアヒン（タイ））

第12回ASEAN+3首脳会議
・食料安全保障に関する地域協力を深めることなど

を謳うチャアム・ホアヒン声明を採択。
・ASEAN＋3のFTA構想の政府間検討の開始に関

する決定を歓迎。
・東アジア共同体構築に向けた議論を改めて活性化

するとの日本の目標に留意。

第12回日・ASEAN首脳会議
・ASEAN共同体実現に向けた努力に対する日本の支

援に謝意。
・日本のメコン開発支援を歓迎。
・日本による経済・金融危機対策支援などを評価。
・長期的なビジョンとして、東アジア共同体構築に向

けた努力を改めて活性化するとの日本の目標を評
価。

第4回EAS
・防災に関する共同声明を採択。
・ASEAN＋6のFTA構想を政府間で議論・検討する

との決定を歓迎。
・東アジア共同体構築に向けた議論を改めて活性化

させるとの日本の新しい提案などについて評価しつ
つ留意。

2007年11月ASEAN関連首脳会議（於：シンガポール）

第11回ASEAN+3首脳会議
・「東アジア協力に関する第二共同声明」を採択。こ

れまで10年間の協力の成果を総括するとともに、
今後10年間のASEAN+3協力の大局的方向性を提
示。

第11回日・ASEAN首脳会議
・AJCEP協定交渉妥結を歓迎。早期発効に向け努力

することで一致。
・｢ASEAN憲章｣ 採択を歓迎。ASEAN統合への日

本の積極的協力姿勢を表明。

第3回EAS
・｢気候変動、エネルギー及び環境協力イニシアティ

ブ｣ を表明。
・福田総理大臣から、日本の環境協力イニシアティブ

を表明。
・ERIAの正式設立について一致。

2007年1月ASEAN関連首脳会議（於：セブ島（フィリピン））

第10回ASEAN+3首脳会議
・「東アジア協力に関する第二共同声明」の次回首脳

会議での採択に合意。
・貧困、防災など協力分野は20分野、協議メカニズ

ムは56にまで拡大。

第10回日・ASEAN首脳会議
・日・ASEAN包括的経済連携（AJCEP）協定交渉

の早期妥結の政治的意思を再確認。
・日・ASEAN賢人会議設置に合意。
・ASEAN統合に向けた支援実施の表明。

第2回EAS
・①エネルギー安全保障、②鳥インフルエンザ、③

教育、④防災、⑤金融の優先5分野での協力推進
に合意。

・｢21世紀東アジア青少年大交流計画｣ などの日本
のイニシアティブを表明。

2010年10月ASEAN関連首脳会議（於：ハノイ（ベトナム））

第13回ASEAN+3首脳会議
・チェンマイ・イニシアティブのマルチ化、アジア債

券市場育成イニシアティブなど、金融協力の進展
に高い評価。

・緊急事態における米の備蓄制度の早期実現に向け
て、ASEAN+3緊急米備蓄制度の早期の構築に対
する高い期待を表明。

・菅総理大臣から、地域におけるエネルギー安全保
障の強化の必要性を指摘しつつ、日本が主導する
石油備蓄の重要性に言及。

第13回日・ASEAN首脳会議
・日本から、ASEAN連結性へのオールジャパンでの

支援を表明。ASEAN側から謝意を表明。
・2011年の日・ASEAN首脳会議での採択を目指し、

日・ASEAN関係の基本文書である「東京宣言」と
行動計画の改定作業の開始を決定。

・地域開発を通じた格差是正の施策として、メコン
地域開発及びBIMP-EAGA、IMT-GTに対する日本
の貢献を評価。

・AJCEP協定の進展を歓迎。
・防災協力に関して、日本及びインドネシア共催の災

害救援能力向上のための実動演習の実施を歓迎。

第5回EAS
・EASの5周年を記念し、ハノイ宣言を採択。
・2011年からの米国及びロシアのEASへの参加を正

式決定。菅総理大臣から、EASへの米露の参加を
支持し、両国の参加を契機に、従来の経済分野の
取組を発展させつつ、政治・安全保障分野での取
組を一層強化する旨言及。

・「アジア総合開発計画」の完成を歓迎。
・菅総理大臣から、地域協力における日本のイニシア

ティブを紹介。

・チェンマイ・イニシアティブのマルチ化の主要事項
に合意（2009年ASEAN+3財務相会議）

・「アジア経済倍増へ向けた成長構想」発表（2009
年4月）

・経済・金融危機に関する共同プレス声明発出
（2009年6月）

・経済・金融危機に関する共同プレス声明発表
（2009年6月）

2008年〜
経済・金融危機

2003年日・ASEAN特別首脳会議
・「東京宣言」を発表。日・ASEAN関係の目指すべ

き方向性を規定。

2005年日・ASEAN首脳会議
・「日・ASEAN戦略的パートナーシップ」の深化拡

大に向けた政治的決意を再確認。

2002年小泉純一郎総理大臣スピーチ
「共に歩み共に進むコミュニティ」

1998年新宮沢構想
300億米ドルの資金支援

1977年 福田総理大臣マニラ演説
「心と心のふれあい」→日本の対東南アジア政策の
基本

2000年ASEAN+3蔵相会議
・チェンマイ・イニシアティブ合意

2003年ASEAN+3財務相会議
・アジア債券市場育成イニシアティブ合意。

1999年第3回ASEAN+3首脳会議
「東アジアにおける協力に関する共同声明」

1997年第1回ASEAN+3首脳会議
→以降、毎年首脳会議、閣僚会合を開催。

アジア通貨危機

2005年第1回EAS（クアラルンプール）
「東アジア首脳会議に関するクアラルンプール宣言」
を採択。
①東アジア協力の原則（開放性・透明性・包含性・
普遍的価値の尊重）、②EASが共同体形成に重要な
役割を果たし得ることを明記。

2001年米国同時多発テロ
2003年重症急性呼吸器症候群（SARS）流行

2004年インド洋津波災害

東アジア地域協力の進展

ASEAN+3協力 日・ASEAN協力 東アジア首脳会議（EAS）
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関心を表明していた米露の参加、北朝鮮・
ミャンマーなどの地域・国際問題、EASに
おける協力のレビューや将来の方向性を中心
に議論が行われた。

岡田外務大臣からは、EASに米露を加え
ることを支持し、この有力な2か国が加わる
ことにより、EASの価値が更に高まること
を期待する旨を表明した。また、EASの機
能強化の必要性や、東アジア・包括的経済連
携（CEPEA）構想、連結性強化などのため
の広域開発支援、東アジアASEAN経済研究
センター（ERIA）、防災、青少年交流・大
学間交流、環境・エネルギー、教育・科学技
術、民主主義・人権などの取組の重要性を指
摘した。

10月に開催された第5回EAS（於：ハノ
イ（ベトナム））では、EASへの米露の参加
や、EASの枠組みで進められている地域協
力、経済問題、環境・気候変動、北朝鮮及び

ミャンマーなどの地域・国際情勢に関する議
論が行われた。

菅総理大臣からは、米露の参加を支持し、
両国の参加を契機に、従来の経済分野のみな
らず、政治・安全保障分野における取組を一
層強化すべきであると発言した。

日本は、地域協力に関して、経済統合、東
アジア・ASEAN研究センター（ERIA）の
活用、教育・青少年交流、環境・エネルギー、
科学技術の5つの分野で協力を進めていきた
い旨発言し、日本が提案したイニシアティブ
に関して、説明を行った。

また、菅総理大臣は、経済情勢について、
「新成長戦略」を通じた日本経済復活に向け
た取組を行い、アジアと共に繁栄することを
目指す考えであることなどを説明した。地
域・国際情勢に関しては、北朝鮮の核・ミサ
イル開発・拉致問題に関する日本の考えを示
し、各国に対して協力を要請するとともに、

東アジア地域協力の進展　〜ASEAN連結性支援〜
ASEANでは、ASEAN共同体の構築に向け「連結性」強化が課題
となっている。運輸、情報通信、エネルギー網などの「物理的連
結性」、貿易、投資、サービスの自由化・円滑化などの「制度的連
結性」、そして観光・教育・文化における「人と人との連結性」の
3つの要素から成る連結性強化のためのマスタープランが、2010
年10月の第17回ASEAN首脳会議で採択された。日本は「結束
したASEANが地域協力の中心となることが、日本とASEAN、さ
らに東アジア全体の安定と繁栄にとって重要」との考えから、第
13回日・ASEAN首脳会議において、連結性に対するオールジャ
パンでの支援を表明した。

21 世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS プログラム）で来日した
青年たち（12 月 7 日、東京　写真提供：AFS 日本協会）

東アジア首脳会議（EAS）（10 月 30 日、ベトナム・ハノイ　写真提供：
内閣広報室）
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（2）ASEAN+3（参加国：ASEAN10か国＋日本、中国、韓国）

ASEAN+3は、アジア通貨危機を直接の契
機として発足し、1997年に第1回首脳会議が
開催されて以来、金融を始め、貿易・投資、
農業、保健、エネルギー、環境、情報通信、
国境を越える犯罪など、幅広い分野で実務的
協力を推進している。現在、協力分野は23、
協 議 メ カ ニ ズ ム は64ま で 拡 大 し た。
ASEAN+3協力は、ASEAN共同体の実現に
向けたASEAN統合を支援する枠組みである
とともに、長期目標としての東アジア共同体
の構築に貢献するものである。

2010年7月の第11回ASEAN+3外相会議
（於：ハノイ（ベトナム））では、各国外相
は、ASEAN+3において、これまで幅広い分
野で実効的な協力が進められてきたことを評
価し、協力の重複を回避しつつ優先分野を特
定しながら、協力を今後とも継続していくべ
きとの意見で一致した。また、岡田外務大臣
の 提 案 に よ り、8月30日 か ら31日 ま で、
ASEAN+3は防災に関する国際会議を東京で

開催した。会議では、特に防災の予防面に焦
点を当て、気候変動の影響に配慮した都市・
コミュニティ防災の在り方や、それらの分野
での地域協力の在り方などに関する議論を
行った。

10月の第13回ASEAN+3首脳会議（於：
ハノイ（ベトナム））では、各国首脳から、
チェンマイ・イニシアティブの複数国間取決
め化、アジア債券市場育成イニシアティブな
ど、ASEAN+3の枠組みにおける金融協力の
進展に高い評価が示された。

菅総理大臣は、2015年までにASEAN共
同体を設立するという当面の目標を達成する
ため、ASEANの「連結性」強化に向けた取
組も含め、積極的に支援していきたい旨を述
べ た。 こ れ に 対 し て 各 国 首 脳 か ら は、
ASEAN+3の枠組みが、東アジア共同体の基
礎となる東アジア地域協力の中心的な枠組み
であるとして、実務的な協力関係の進展を歓
迎する発言がなされた。

ミャンマーの総選挙及び民主化に関する意見
交換を行った。また、「世界の成長センター」
となったアジアが安定と成長を維持していく
ためには、各国が貿易・資源取引を始め国際
社会の共通ルールを相互に遵守し、行動の透
明性・予見可能性を高めることが重要である
と述べ、特に、我々（EAS参加国）は互い
に海洋で結ばれており、周辺海域の平和と安
定が不可欠である、EAS参加各国との間で
強固な信頼関係を醸成したい旨発言した。

会議の結果、開放性・透明性・包含性・普
遍的価値の尊重というEASの原則の確認、

これまでの成果への満足の表明及び今後更な
るEASの強化を目指す内容の「EAS5周年
記念に関するハノイ宣言」が採択された。ま
た、2011年からの、EASへの米露の参加が
正式に決定された。さらに、経済面において
は、ASEAN首脳会議におけるASEAN連結
性マスタープランの採択を歓迎するととも
に、地域開発及び成長力強化の観点から、
2009年以来ERIAが中心となり、アジア開発
銀行、ASEAN事務局と協力して作成した、

「アジア総合開発計画」について、参加国が
歓迎の意を表明した。
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（4）アジア太平洋経済協力（APEC:	Asia-Pacific	Economic	Cooperation）

APECは、アジア太平洋の持続可能な発展
を目指し、経済統合と域内協力の推進を図る
枠組みとして、アジア太平洋地域の21か国・

地域から構成されている。日本の貿易量の約
7割、直接投資の約5割を占めるAPEC地域
内での経済面における協力と信頼関係の強化

地理的な近接性と歴史的な深いつながりを
有し、世界経済の約18.7％、東アジアのGDP
の約73.9％ 37を占める日中韓3か国の協力関
係は、近年、経済面や文化面を始め、大きな
進展を見せている。日中韓3か国が協力を深
めるとともに、国際社会の課題解決に向けて
一層協力を促進していくことは、東アジア地
域、ひいては世界の平和と繁栄にとり大きな
意義を有している。

5月には、日中韓外相会議（於：慶
キョンジュ

州（韓
国））が開催され、第3回日中韓サミットの準
備に向けた協議を行った他、朝鮮半島情勢、
軍縮・不拡散、東アジア地域協力、国連改革、
気候変動、国際経済・金融情勢などの地域・
国際情勢について意見交換を行った。5月29
日から30日には、第3回日中韓サミット（於：
済
チェジュ

州（韓国））が開催された。3首脳は、貿易・
投資、人的交流、環境などの分野で三国間協
力を進めていくことで一致するとともに、気候
変動、東アジア地域協力、軍縮・不拡散、国
際経済・金融、国連改革、北朝鮮情勢などの
地域・国際情勢について意見交換を行った。
さらに、今後10年間の協力の方向性を示す「日
中韓協力ビジョン2020」を採択した他、「標準
協力に関する共同声明」、「科学イノベーション
協力の強化に関する共同声明」を発表した。
また、三国間協力の更なる促進のため、2011

年に韓国に日中韓協力事務局を設立すること
で一致し、12月にはソウル（韓国）において、
日中韓協力事務局設立協定が署名された。

また、日中韓3か国の首脳は、10月にハノ
イ（ベトナム）で開かれたASEAN関連首脳
会議の機会をとらえて日中韓首脳会議を開催
し、日中韓投資協定の早期実質合意に向けて
協力することを確認するなど、三国間協力を
進めていくことで一致するとともに、北朝鮮
問題などの地域・国際情勢について意見交換
を行った。さらに、菅総理大臣が、2011年
は日本が日中韓サミット及び外相会議の議長
国であることを確認し、サミットの成功に向
けた中韓両首脳及び両国政府の変わらぬ協力
を要請したところ、両首脳から、2011年の
議長国である日本への歓迎が表明された。

日中韓サミットにおいて、公式行事に参加する鳩山総理大臣（中列左か
ら 3 番目）（5 月 30 日、韓国・済州島　写真提供：内閣広報室）

（3）日中韓協力

37	出典：World Bank「World Development Indicators Database」
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（5）アジア欧州会合（ASEM：Asia-Europe	Meeting）

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年に設立された。
政治、経済、文化・社会などの3つの柱を中
心として、首脳会合や各種閣僚会合などを通
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。

10月、ブリュッセル（ベルギー）で開催さ
れた第8回首脳会合（ASEM8）では、ロシ
ア、オーストラリア、ニュージーランドを新
たな参加国として迎えた。アジアと欧州の46
か国・2機関の首脳などが一堂に会し、「生活
の質の向上」というテーマの下、世界経済ガ
バナンス、持続可能な開発、地球規模の課題、
地域情勢、人と人との交流などのテーマで議
論が行われ、「ASEM8議長声明」及び「より
実効的な世界経済ガバナンスに関するブ
リュッセル宣言」の成果文書が採択された。

ASEM8で、菅総理大臣は、日本が「新成
長戦略」の実現に取り組みながら、雇用を軸
とした成長に向けた具体策を講じていくこ
と、また世界経済の均衡ある成長に向け、
FTA／EPAを積極的に活用していくことな
どを述べるとともに、APEC、生物多様性条
約第10回締約国会議（COP10）などの日本
が議長を務める国際会議への協力を呼びかけ

た。さらに、アジアと欧州が共に成長を実現
していくためには、資源取引や貿易を含め国
際社会の共通ルールを遵守し、強固な信頼関
係を醸成していくことが重要であると指摘し
た上で、気候変動や核軍縮・不拡散、北朝鮮
の問題といった課題に両地域が力を合わせて
取り組むことを呼びかけた。また、教育・文
化交流などの分野においてもASEMの唯一
の常設機関であるアジア欧州財団（ASEF）
への協力を通じて積極的に貢献していく姿勢
を表明した。この他、日本は、3月に、東京
でASEMセミナー「学びあうアジアと欧州
〜21世紀におけるアジア・欧州協力（ASEM8
へ向けて）〜」を開催し、また、11月から1
年間の任期でアジア側の調整国に就任した。

アジア欧州会合第 8 回首脳会合（ASEM8）（10 月 4 日、ベルギー・ブ
リュッセル　写真提供：Belgian Presidency of the Council of the 
European Union）

は、極めて重要である。また、APEC首脳・
閣僚会議は、経済問題を中心に、国際社会の
主要な関心事項について、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。

2010年は、1995年以来、15年ぶりに日本
がAPECの議長を務めた。11月に横浜で開
催された第18回APEC首脳会議では、世界
の成長センターであるアジア太平洋地域の更

なる成長と繁栄に向けた将来像について議論
を行い、「横浜ビジョン〜ボゴール、そして
ボゴールを超えて」と題する首脳宣言を発表
した。また、2011年にAPEC議長を務める
米国と連携し、食料安全保障、ジェンダー、
気候変動、防災などの分野で具体的な協力を
行った。（2010年日本APECの成果の詳細は
第3章第3節参照。）
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