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第３２回日英２１世紀委員会合同会議 

討議要約 

日英 21 世紀委員会の第 32 回合同会議は、2015 年 9 月 4 日から 6 日にかけて、英

国オックスフォードシャー州のディッチリー・パークで開催された。今回の会議では、

英国側座長ハワード卿と日本側座長代行木原誠二衆議院議員が共同議長を務めた。 

今回の合同会議には、両国の国会議員を始め、経済界、言論界、学界、シンクタン

クの代表、さらには外交当局の高官を含む、英国側 18名、日本側１6 名が参加した。 

ロンドン・プログラム 

日英 21世紀委員会メンバーをロンドンに迎え、９月３日、カヴァルリー＆ガーズ・

クラブにおいて、ジャパン･ソサエティおよび在英日本商工会議所主催の昼食会が開

催された。昼食後、グラハム・フライ元駐日英国大使（2004 年―2008 年）をディス

カッション・チェアとする意見交換が行われ、翌日からの本会議の前哨戦として、委

員会の両国メンバーに加え、企業関係者その他のゲストも討議に参加した。  

同日夕刻には、貿易産業閣外大臣マウデ卿主催の日本側メンバー歓迎レセプショ

ンが、外務連邦省で開催された。これに続き、林景一駐英日本大使主催の大使公邸

での夕食会でロンドン・プログラムを締めくくった。 

ディッチリー・パーク会議 

ディッチリー・パーク会議の開会に当たり、日英の共同議長はまず、先回の第３１

回合同会議以降、日英関係に見られた数多くの前向きな進展に言及した。たとえば

北東イングランドにおける日立の鉄道車両工場の正式オープニングや、その前日に

行なわれた日産による新規大型投資の発表などにより、日本からの対英投資が引き

続き重要な役割を果たしていることが再確認された。さらに日立と東芝が、英国内

に新設される原子力発電所の主たる出資者になっていることや、最近発表された日

本経済新聞社によるフィナンシャル・タイムズ買収のニュースも、日英間の投資関

係に新たな一頁を加えている。 

会議の冒頭、日英の共同議長は、各セッションが扱うテーマが極めて重要かつ時

宜を得たものであり、今回の会議が、これらに関する議論を通じてこれからの日英

間協力のあり方を模索する重要な機会となることを強調した。不確実性を増す今日

の世界にあって、今回の会議では、日英が協力して少しでも事態を改善することの

できる分野を見つけ出すことを目指したいという意思が表明された。  

また、先回、２０１４年の合同会議で提示された提案の多くが実施に移されてお

り、日英 21 世紀委員会が有意義な提言を発する役割を担っていることを日英両国政

府が認めていることが確認された。 
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セッション１：英国の政治経済の現状 

第１セッションでは、最近実施された総選挙後の英国政治の現状につき議論し

た。この選挙でキャメロン首相率いる保守党は、大方の選挙予想や評論家の見立て

に反して議席の過半数を確保し、1992年～97 年以来初の保守党政権が誕生した。英

国経済は総じて堅調であり、ジョージ・オズボーン財務相は、財政赤字を解消する

計画を打ち出している。他方、野党陣営は混迷を極めている。キャメロン政権のか

つての連立パートナーであった自由民主党は議席のほとんどを失い、一方、労働党

は政党としての勢力を殺ぐような党内の指導権争いの最中にある。 

キャメロン新政権が直面する大きな課題がいくつかある。まず、前回の総選挙

で、スコットランド選挙区の５９議席のうち５６議席までをスコットランド国民党

が獲得した余波を受け、引き続きスコットランド独立問題と向き合っていく必要に

迫られることになる。また、英国の欧州連合（ＥＵ）との関係改善につき、他のＥ

Ｕ加盟国と厳しい交渉を続けていくことも求められる。世論調査は、引き続き EUに

留まるというキャメロン首相の選択が、来る国民投票でも勝利を収めると予測して

いるものの、左右両翼のポピュリスト勢力がＥＵ脱退を主張する中、国内の政治的

ムードには予断を許さないものがある。  

このセッションでは、ＥＵ残留に関する国民投票に対する日本の対英投資企業の

見解も議論されたが、特に、交渉に対する英国政府のアプローチの透明性を高める

必要性が強調された。国民投票を控え、英国に投資している日本企業も、英国の

「脱ＥＵ」が、英国並びに欧州における事業にどのような影響を及ぼすのかに関し

て、懸念を表明することが奨励された。 

セッション２：日本の政治経済の現状 

第２セッションでは、日本の政治、外交、経済の現状につき議論した。政治面で

は、安倍首相が８月１４日に歴史問題に関する談話を発表した後に支持率が上昇

し、引き続き安定した政権基盤を維持している。当委員会は、この首相談話が、日

本国内でも、海外の同盟国の間でも概ね好意的に迎えられたものと見ている。 

安倍政権下の日本外交は、本年１１月に予定されている APEC首脳会議会期中の日

中韓首脳会談の可能性や、プーチン大統領の訪日の可能性等もあり、引き続き非常

に活発だと見られている。当委員会は、この環境下、日英関係をこれまで以上に強

化できる可能性のある分野について意見を交換した。防衛や医療保健等の分野にお

ける関係強化の可能性が検討され、同時に、アジア太平洋地域の新しい現実と対処

する上で、日米英の三カ国間協力を推し進める可能性も討議された。日英間では、

今後数か月の内に１１件もの閣僚級会議が計画されており、両国間の関係は、間違

いなく堅固なものになっている。近々予定されている投票で、日本が国連安全保障
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理事会の非常任理事国に選出された場合には、日英両国が手を携えて協力し合う事

例が増えるであろうことが確認された。  

「アベノミクス」の進捗具合、特に規制緩和を謳う「第三の矢」について、高い

関心が示され、様々な意見が述べられた。デフレ脱却のためのインフレ率２％や、

２０１５年、２０１６年のＧＤＰ予測などの数値目標が達成できるかどうかが、引

き続き将来を占う重要な指標となっている。同時に、日本企業が業績を測る上で、

以前にも増して株主資本利益率を重視するようになっており、海外において積極的

に M&Aを展開するようになっていることも、アベノミクスの成否を判断する上で重

要だとの指摘がなされた。  

ＴＰＰが合意に達することは、日本経済にとって極めて重要であるのみならず、

アジア太平洋地域の統合と発展のインフラとしても重要であることが指摘された。 

 

セッション 3：欧州およびユーロ圏の将来 

続く第３セッションでは、英国の EU残留問題とともに、欧州全体の状況や個々の

加盟国の政治状況等を含むＥＵの将来について幅広く議論した。  

ユーロ圏１９ヶ国の大半は、英国、スウェーデン、デンマーク等のユーロ圏非加

盟のＥＵ諸国ほどではないにしろ経済成長を享受している。しかしながら、こうし

た経済の回復は、失業率の低下、生活水準の向上、全般的な生活に対する「満足

感」をもたらすにはまだ日が浅く不十分である。 

その結果、ポピュリスト、反体制、反ＥＵで、その上反移民を標榜する政党がＥ

Ｕ加盟国の大半で勢力を伸ばしている。欧州にとって重大な危険を孕むのは、２０

１６年乃至１７年に実施される英国のＥＵ残留に関する国民投票と、２０１７年の

フランス大統領選挙及び総選挙である。 

こうしたポピュリスト的ナショナリストの台頭が欧州を悪循環に追い込んでい

る。中東や北アフリカからの難民の流入をコントロールできず、完全な単一市場を

形成することが出来ず、米国との環大西洋貿易投資パートナーシップ（TTIP）の合

意に至らず、ロシアへの依存を軽減しコストを下げるためのエネルギー同盟に合意

することもできず、さらには、ユーロ圏諸国の国家債務問題にも対処できないこと

などが、反体制的ポピュリストの台頭を招いている。また、こうした勢力の台頭

が、国内政治における国家主義の隆盛と相まって、EUの目標達成を妨げるという悪

循環である。 

その結果、EU２８カ国には、次の三つの選択肢があるが、どれ一つとっても楽な

道はない。  
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1) 原油安を追い風にした経済回復が、失業率を下げて、ポピュリズムの台頭を

抑えることによって、再出発が切れるようになり、なんとか切り抜ける、 

2) ドイツ、フランス、更には理想的には英国が、難民問題、低成長、エネルギ

ー問題、債務救済に対する新しいイニシアティブを共同で打ち出し、欧州経

済並びに欧州の地政学的地位の回復を目指す、 

3) 英国のＥＵ脱退をきっかけに（即座にではないにしろ）ＥＵの解体から崩壊

という、長く、多くの議論を呼ぶプロセスを経て各国で解決策を模索する時

代に回帰する、 

以上三つの選択肢である。 

英国で実施が予定されているＥＵ離脱を問う国民投票は、英国にとっても、欧州

の将来にとっても、非常に重要なものになるという見方で一致した。欧州統合は構

造的問題を孕んでおり、その結果、「絶えず緊密化する同盟( “ever closer 

union” ) 」という目標が訴求力を失いつつある。欧州の現在の状況は、民主主

義、国家主権、本格的な経済統合の三つを同時に追求することは不可能だという典

型的なトリレンマ状況になっているとの指摘がなされた。現下の経済問題に対する

政策処方箋に関し、加盟国間で大きな違いが見られる現状に鑑み、域内の政策決定

者の間で、金融政策、財政政策、並びに構造改革の最適な組み合わせに関して共通

理解を涵養する必要があることが指摘された。  

欧州にとって、更に深刻な危機は、欧州委員会及びＥＵ加盟国におけるリーダー

シップの欠如であるとの指摘があった。一致した対処法が求められているにもかか

わらず、２８カ国が個別に対応している難民流入危機などは、この最も劇的な事例

と言える。  

セッション４：日英両国の気候変動とエネルギー政策の争点 

第４セッションでは世界のエネルギー事情の現状を議論したが、前回の会議以

降、半値以下にまで下がった原油価格が最大の話題となった。原油価格の下落は、

成長を後押しし、貿易赤字の削減という形で日本経済に恩恵をもたらしたが、産油

国である英国にとって原油価格の下落は、石油産業の企業のみならず、税収の減少

という形で英国政府にもマイナス影響を及ぼしている。 

２０３０年度の日本のエネルギー供給計画では、原子力発電の割合は供給量全体

の２０％から２２％に設定されている。日本におけるエネルギー論議は、パリで開

催予定のＣＯＰ２１までに実現可能な提案を用意する必要性や、現在のレベルの化

石燃料への依存は、これから先、好ましいものでも、持続可能なものでもないとい

う認識を含む様々な要因に左右されている。この間、国内の原子炉の一部が再稼働

されつつあるものの、福島第一原子力発電所の事故以来、国論は割れており、論争

の焦点は単に経済的なものではなく、原発事故後、原子力利用に強く反対するよう
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になった国民の気持ちを変え、いかにして支持を勝ち取るかという問題になってき

ている。 

気候変動に対処し、二酸化炭素排出量縮小につながるエネルギー政策を実施する

には、多くの課題が立ちはだかっている。日英両国は、この目標を共有しており、

二国間で協力して行くことが極めて重要な分野がいくつか指摘された。具体的に

は、(1) ＣＯＰ２１の成功に向けての協力、(2) 英国の原子力発電所新設への技術

協力、既存の原子力発電所の廃炉、廃棄物管理計画、さらには電力市場の規制緩和

を含むエネルギー分野における規制枠組みや慣行に関する経験の共有等を内容とす

るエネルギーセクターの脱炭素化に向けての協力、 (3) 再生可能エネルギーの市場

拡大、等の重要性が強調された。 

 

セッション５：日英両国にとっての防衛および安全保障政策の課題 

第５セッションでは、日英両国が直面する国防上、安全保障上の課題を議論し

た。英国にとって重要な課題の一つは、国防の柱である NATO同盟における立ち位置

である。戦略防衛・安全保障見直し(SDSR) は、地理的にはロシアと中東を、またテ

ーマ的には英国の国防にとってますます重要性を増してきているサイバー・セキュ

リティに焦点を当てることになっている。英国の安全保障にとってのアジア太平洋

地域の重要性にも注目が払われることが望まれるとの指摘があった。 

ロシアその他からの安全保障上の脅威に関しては、日英両国はルールに則った国

際秩序の維持強化に関して利害を共有しており、双方ともに、これまで以上の緊密

な協議や協力から恩恵を受けられることが確認された。ＩＳＩＳ（イスラム国）の

脅威や、中東における破綻国家も、新たな地域的脅威となっており、この意味で

も、NATO同盟国の重要性が強調された。 

第２次安倍政権は、特定秘密保護法の施行、２０１４年の武器輸出規制の緩和、

更には最近の憲法第９条の解釈変更の試み等、国防の分野で数多くの改革を実施し

てきている。更に、安全保障関連法案が、現在、国会で審議中である。こうした日

本の取り組みによって国際社会の平和と安全保障において、日本がこれまで以上に

大きな役割を果たすことが可能となることを英国は支持し歓迎している。 

最近発表された歴史に関する安倍総理の談話についても議論が行われ、これを歓

迎した。 

日英両国の防衛・安全保障枠組みに関し、急速に進化する技術やグローバリゼー

ションが突きつけている課題に対処する上で、国際協力が鍵になるという点に関し

合意を見た。 
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セッション６: 科学技術イノベーションにおける日英協力 

本セッションでは、日英双方の企業がどのように科学・技術革新を追求している

かにつき議論した。日立製作所及びロールス・ロイス・ジャパンによる発表では、

企業文化の違いの克服等、グローバリゼーションが突きつける課題とグローバリゼ

ーションが日英両国の産業界にもたらしている好機に焦点が当てられた。グローバ

リゼーションのもたらす恩恵のほうが、マイナスの影響よりも大きく、科学技術の

分野における緊密な協力から、より大きな可能性を引き出すことができるという認

識で一致した。 

今後、これまで以上に協力が推進されるべき具体的分野が確認されたが、その中

には、(1) 特に日本に進出している英国企業が日本の大学の持つ技術的強みをこれ

まで以上に広範に活用すること、 (2)起業を促進する目的で、日英両国企業の支援

を得た起業インキュベーション・センターを立ち上げること、 (3) 日本政府は、対

内投資を誘致したいと考える企業に対して、特別誂えの支援を提供している英国政

府の政策を見習うべきこと、などが含まれる。 

また、このセッションのテーマを拡大し、両国の大学間協力の強化や、日本の高

等教育機関で学び、研究する英国人学生の増大策を議題に加えることについても議

論した。 

 

セッション７: 日英両国における社会保障問題への取り組み 

第７セッションにおいては、人口動態の変化や、高齢者と障害者に対する社会保

障給付が日英両国に突きつけている課題を議論した。日本の経済的成功は、国民の

平均寿命の延びをもたらしたが、出生率の低さと、社会構造の変化が健康保険や社

会保障のニーズに大きな影響を及ぼし、年金、医療、介護のコスト負担を大幅に増

大させている。健康で長生きすることが重視されるようになり、健康な長寿社会を

目指した最新鋭の医療技術やサービスが生み出されている。日本ではこのような動

きがこの領域における新しい産業活動を生み出そうとする政府イニシアティブの焦

点となっている。 

日本の場合と同様、英国でも人口の高齢化が進んでいるが、そのペースは日本ほ

ど速くはない。さらに、高齢化は出生率の向上によって、ある程度バランスがとれ

ている。にもかかわらず、平均寿命の延びと社会保障の拡大に伴うコスト負担は、

両国が共通に抱える課題となっておりインフレ圧力も受けている。 

ベヴァリッジ報告書が発表されて以降、７０年間の英国の福祉国家としての質量

両面での劇的な変化が示された。社会保障全体に対する支出は、英国に福祉国家が
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誕生して以来、大幅に拡大を続け、その間、優先順位を与えられる集団が入れ替わ

り、支援提供の手法も変化してきた。  

１９９０年代以降は、家族や年金受給者への給付に焦点が当てられるようにな

り、就業を奨励することに力点が置かれるようになってきた。社会保障支出を削減

し、制度内のインセンティブ間のバランスを回復するべく、連立内閣のもとで、広

範囲に及ぶ社会福祉改革が始められた。  

日英両国の社会変化の中で、ボランティア活動を含め、退職後就業する年金受給

者が増大している。日英両国がこの分野での双方の経験を比較することは有益であ

る。 

 

夕食会後講演：国際貿易と世界経済 

デボラ・ヴァレンタイン（リオ・ティント社）による自由貿易の重要性に関する

非常に良い発表を受けて、世論を啓蒙、動員して、自由貿易協定に関する誤解を解

き、一般国民の懸念を払拭する必要性について、活発な議論が交わされた。 

 

セッション８：座長総括に関する討議 

２０１４年５月の日英２１世紀委員会箱根会議以降、多くの分野で重要な進展が

見られた。 

政府間レベルでは、英国の外務大臣、下院議長、上院議長、スコットランド文

化・欧州・対外関係相、外務連邦次官、財務省商務担当政務官、文化・メディア・

スポーツ相、英国ビジネス・企業閣外兼エネルギー閣外大臣が訪日した。 

日本からは、衆議院・参議院の議員団に加え、安倍首相の安全保障担当補佐官、

外相、防衛相、外務副大臣、外務事務次官等の訪英が相次いだ。 

２０１５年２月のケンブリッジ公爵殿下の初めての公式訪日は過去１年のハイラ

イトとなった。同王子の訪日日程は、両国間の歴史的絆の強さと、ビジネス及び文

化的結びつきの強さを反映するものとなった。訪日中の東北地域への訪問は、２０

１１年３月の東日本大震災ならびに津波を生き延びた人々に対する王子の強い支援

を示し、これに対して安倍首相も深い感謝の意を表した。 

２０１４年の日英２１世紀委員会会議の提言の多くが実施に移されている。  

日 EU経済連携協定(EPA)締結に向けての交渉も１１回を重ね、最近になって、サ

ービス貿易、非関税障壁、更には原産地表示等の分野で着実な進展が見られ、今後

の交渉では農産品や自動車部門についても協議が予定されている。２０１５年５月
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に開催された日 EU 定期首脳協議では、２０１５年末までに EPAに合意するという目

標が再確認された。 

日英両国は、貿易、投資、開発の分野で、アフリカにおける協力の機会を求める

べきであるという当委員会の提言は、今後、協力していく具体的分野を協議するた

めの日英両国高官の相互訪問が行われ、実現に向けての動きが見られる。 

日英開発対話の第１回会合が２０１４年に開催され、世界的な保健医療提供体制

改善に向けての両国間協力等広範な課題について話し合いが行われた。 

日英外務・防衛閣僚会合（２プラス２）の第１回会合が２０１５年１月、ロンド

ンで開催され、軍縮、核不拡散、通常兵器制限並びに武器及びデュアル・ユーズ製

品・技術の輸出規制等の分野で協力していくことが合意された。 

日英間の防衛装備品協力協定は、防衛装備共同開発のための枠組みを提供してお

り、情報保護協定により、両国間の防衛秘密情報共有が可能になっている。これら

二つの協定は日英両国間の防衛関係強化に積極的な役割を果たしている。 

この間、日英の政府間防衛装備品協力は進展しており、既に協力プロジェクトが

二件立ち上がっており、そのほかにも検討中のプロジェクトがいくつかある。両国

で開かれる貿易展示会や見本市などに日英の防衛産業専門家が参加していることか

らも、今後のより緊密な協力関係が促進される兆しが窺える。 

２０１４年５月の安倍首相訪英の一環として、気候変動とエネルギー協力に関す

る日英共同声明が発表された。本声明は、これらの分野における活動の現状を概観

した上で、官民両レベルにおける協力推進を謳ったものである。日英両国は、２０

１５年１２月開催の COP21（国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議）において気

候変動の分野で強力な世界的合意を達成すべく協力していくことを見据えている。 

日英両国間では、過去１年間、民生原子力の分野でも密接な協力関係が見られ、

特に福島第一原子力発電所の廃炉と除染の分野でこれが顕著であった。２０１４年

５月に安倍首相列席のもとで締結されたセラフィールド社・東京電力福島第一廃炉

推進カンパニー間の協定により、数多くの相互訪問と、月例のテレビ会議による情

報交換が実施された。日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構と英国の英国原子力

廃止措置機関の間での更なる協力合意により、廃炉の課題に対処するための戦略に

関する定期的接触や協議が可能になった。これらの協力活動を、専門家や学識経験

者の交流が下支えしている。 

２０１４年に開催された女性の政財官界における役割に関する会議を受けて、英

国外務連邦省は、オリンピックをテーマに２０１２年のロンドン、２０１８年の平

昌、２０２０年の東京を結び、英韓日の未来の女性リーダーが一堂に会するプロジ

ェクトを展開している。２０１４年９月に開催された安倍首相主催による「ウーマ



9 

 

ノミクス」会議には、英国からもハイレベルな参加があった。この会議のフォロー

アップとして、「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム」(WAW! 2015) が、２

０１５年８月に東京で開催され、これにも英国は積極的に関与した。  

両国間の文化協力の分野では、２０１４年から１５年にかけて、ヴィクトリア・

アンド・アルバート博物館や、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ、リヴァプー

ル国立博物館、テート・リヴァプール等の展覧会が日本で開催され、またブリティ

ッシュ・カウンシルの現代アート・コレクションの展示会も開かれた。舞台芸術の

分野では、ロイヤル・ナショナル・シアター、ロイヤル・リヴァプール・フィルハ

ーモニー管弦楽団、英国ロイヤル・オペラ、ロイヤル・バレーなどの公演が実施さ

れ、計画されている。 

２０２０年東京オリンピックは、野心的な文化的プログラムを計画する上で、２

０１２年のロンドン・カルチュラル・オリンピアードの経験から教訓を学ぶ機会と

なる。 

日英間の高等教育・研究分野での協力に関しては、ブリティッシュ・カウンシル

が引き続き積極的な役割を果たしている。ブリティッシュ・カウンシルは、在日英

国大使館、エルゼビア社、並びにザ・タイムズ・ハイアー・エデュケーションと、

「グローバルリサーチ競争力の強化にむけて」と題する有識者会合を２０１５年６

月に共催した。また、同カウンシルは２０１５年１０月に慶應義塾大学と第２回日

英研究教育大学協議会の会議を共催する予定である。  

当委員会は、日本財団とグレイトブリテン・ササカワ財団が共催し、王立国際問

題研究所の協力を得て２０１３年から１７年にかけて実施している５年間のグロー

バル・セミナー・シリーズを歓迎する。また、同財団による「英国における日本研

究奨学金プロジェクト」（２０１４年～１９年）も、引き続き英国における日本研

究に貴重な支援を提供している。 

２０１５年には、大和証券の支援を得て、大和日英基金の大和日本研究スカラー

シップが立ち上げられ、同基金の提供する日英助成金・奨学金のリストに新たな項

目が加わり、日英の大学で大学院レベルの日本研究を追究する英国人学生に対する

心強い支援がまた一つ増えた。  

日英間の文化・教育協力のためのインフラは、両国においてしっかりと確立され

ており、活動は活発である。ロンドンに日本政府主導で「ジャパン・ハウス」を設

立する計画はこの両国間関係に新たな側面をもたらすことになる。 

日英２１世紀委員会は、今回の第３２回合同会議における議論を踏まえ、以下の

提言を行う。 

２０１５年提言 
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日 EU 経済連携協定（ＥＰＡ） 

 当委員会は、世界的な貿易協定締結という目標に向けてのはずみをつける上

での新しい貿易の枠組みである環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）、環

大西洋貿易投資パートナーシップ（TTIP）とともにＥＰＡが如何に重要であ

るかを日英両国政府に強く訴えることを提言する。し 

 当委員会は、両国政府が、貿易協定の目的とそのもたらす影響について説明

する努力を通じて、如何にして国民の関与と理解を増進させることができる

かを検討するよう提言する。 

 当委員会は、ＥＰＡを２０１５年に締結するという目標が達成されることを

希望する。 

貿易と投資 

 当委員会は、最近の日本からの大型対英投資を歓迎し、、ＥＵ内での英国の

交渉スタンスと、それが欧州の将来や、英国における日系企業の将来にどの

ような意味を持つかについて、明確に理解する機会が日本の投資家に与えら

れるよう提言する。 

 当委員会は日本側メンバーと、英国側の実業界メンバーから、英国はＥＵに

残留すべきであるという強い意見が出されたことを確認する。 

 当委員会は、透明性が高く、質の高いインフラ金融が必要とされていること

に鑑み、アジアインフラ投資銀行の持つ含意について、日英両国が緊密な協

議を行うことの重要性が指摘されたことを確認する。 

 

防衛・安全保障協力 

 当委員会は、日英両国が国際的サイバー・セキュリティに関し、これまでの

議論を土台にして、さらなる協力を推進すべきであると提言する。  

 当委員会は、本年前半の日英外務・防衛閣僚会合（２＋２）開催と、それに

伴う防衛装備の共同開発協力並びにその他防衛・安全保障分野における協力

の機会の増大を歓迎する。現在審議中の安全保障関連法案が国会で可決され

た暁には、日英両国がこれまで以上に緊密に協力できる機会が創出されるも

のと期待する。 

 当委員会は、ロシアの近隣諸国との関係について、日英両国が共通理解を深

めることを希望する。 

 当委員会は、中国の台頭に注目し、地域の安定が法の支配の原則によって維

持されるよう強く希望する。 

 当委員会は、戦略防衛・安全保障見直し(SDSR)が、英国の安全保障にとって

のアジア太平洋地域の重要性を考慮に入れることを希望する。 
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 当委員会は、防衛協力に関して、英外務連邦省並びに在英日本大使館から定

期的にブリーフィングがなされていることを歓迎し、これが今後も続けられ

るよう提言する。 

気候変動とエネルギー政策 

 当委員会は、ＣＯＰ２１の成功と、２０１５年以降の開発アジェンダ並びに

持続可能な発展目標の採択に向け、日英両国が協力を強化するよう提言す

る。  

 ＣＯＰ２１と、それ以前開催の新しい開発パートナーシップに関する２０１

５年７月の首脳会談並びに２０１５年９月に予定されている持続可能開発に

関する会談の関連性が確認された。日英両国政府には、こうした首脳会談や

会談の成果に対し、積極的で協調的なアプローチをとることが期待される。 

 当委員会は、エネルギー部門の脱炭素化、殊に原子炉廃炉技術、再生可能エ

ネルギー、省エネ、CCS等の分野における日英協力を強化するよう提言す

る。 

 当委員会は、英国が電力市場の規制枠組み作り及び規制緩和における経験を

日本と共有することを提言する。 

 当委員会は、再生可能エネルギーの分野で、エネルギー効率向上手段、研究

開発、並びにビジネス・モデルを探究するため、日英両国が協力を深めるこ

とを提言する。   

 当委員会は、日本における原子力発電所再開に関する議論に英国が参加する

意思を示していることを歓迎し、日英両国が、福島第一原子力発電所事故以

後の環境における原子力を巡る科学的問題、安全上の問題に世論を巻き込ん

で取り組むよう提言する。 

 当委員会は、日本企業の英国原子力産業への参入を歓迎し、 英国における原

子力発電所の新規建設へのこれまで以上の協力を歓迎する。また、英国企業

が日本の廃炉計画に対して大きな貢献をできるよう奨励することを希望す

る。 

 

科学技術イノベーション分野での協力 

 当委員会は、科学技術イノベーション分野で協力する共通分野を模索する目

的で、英国の大学が日本企業と、日本の大学が英国の企業と、これまで以上

に緊密な関係構築を奨励する為になすべきことが多いと考える。今後の当委

員会会合では、このテーマでセッションを一つ設けるべきとの提案がなされ

た。 

 当委員会は、２０２０年の東京オリンピックに向け、英国が治安対策と対テ

ロリスト対策、並びに関連技術に関して、ロンドン・オリンピックの経験を

日本と共有するよう提言する。 
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社会保障問題 

 日英両国は、高齢化社会と社会福祉ニーズへの対応において共通の課題に直

面している。今後の課題に対処するため、日英両国がそれぞれの経験を共有

するよう提言する。 

 

教育・文化・スポーツ 

 当委員会は、英国政府が、日本語を含む少数言語の使用を制限する試験委員

会決定の実施延期を決定したことを歓迎する。全国統一試験制度ならびにＡ

レベルでは、今後も引き続き日本語の使用を認めることを強く提言する。 

 当委員会は、ロンドンにおける「ジャパン・ハウス」計画、並びに２０２０

年東京オリンピックの準備が進行する中、次回以降の会議に「ソフト・パワ

ー」に関する議論を加えるよう提言する。  

 

次回会議 

 当委員会は、日程が許すのであれば、２０１６年５月２６日、２７日に開催

予定のＧ７伊勢志摩サミットの議論に向けて影響を及ぼすことを念頭に次回

会議のアジェンダを設定するよう提言する。 

 

英国側共同座長 

 当委員会は、過去５年間、英国側共同座長を務め、このたび勇退することと

なったハワード卿のこれまでの傑出した貢献に対し、深い謝意を示すもので

ある。 

 


