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日英 21世紀委員会第 31回合同会議 

 

討議要約 

 

日英 21世紀委員会の第 31回合同委員会は、2014年 5月 16日から 18日にかけて、箱根で開催さ

れた。今回の合同会議では、英国側座長ハワード卿と日本側座長塩崎恭久衆議院議員が共同議

長を務めた。 

 

さらに、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、政策研究機関

代表、両国大使を含む、英国側 19名、日本側 23名が参加した。 

 

東京プログラム 

会議に先立ち、5月 14日夕刻、英国側メンバーを歓迎するため、外務省飯倉公館で岸田文雄外

務大臣主催のレセプションが催された。 

 

翌 5 月 15 日の朝、英国側メンバーは塩崎座長に伴われ、安倍晋三内閣総理大臣を表敬訪問した。

安倍首相は、最近の英国訪問の際に行われたデービッド・キャメロン首相との実り多い対話に

ついて言及した。これに応えてハワード卿は、安倍首相の訪英後に発表された日英共同声明は、

本委員会の箱根における合同会議のための貴重な枠組みを設定したものであると述べた。 

 

ティム・ヒッチンズ駐日英国大使主催の昼食会が、日英のメンバーとその他のゲストのために

開催された。席上、ヒッチンズ大使は、本委員会のメンバーを歓迎し、日英 21世紀委員会の支

持者との対話促進を目的として、今後、企業スポンサーのための昼食会を年に一度開くことを

発表した。 

 

防衛省幹部との午後の会議では、木原稔防衛大臣政務官が英国側メンバーを歓迎した。続いて、

日本が直面している安全保障上の課題、日英防衛・防衛産業協力の進展、および日英間におい

て新たに生じつつある防衛協力の重要な機会について、西正典防衛事務次官との詳細な協議が

行われた。 

 

箱根における合同会議 

両国の座長は、開会の挨拶の中で、前回の合同会議以降の日英関係における主要な展開および

最近発表された日英の協力を一層推し進めるための詳細な検討課題を掲げた日英共同声明の重

要性について言及した。 
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塩崎恭久日本側座長は、適切かつ時宜を得たテーマが各セッションに掲げられ、今後の実施の

ための具体的な提案の策定が非常に重要であると述べた。さらに塩崎座長は、本委員会の 2013

年度合同会議の提案の多くが両国政府によって実行されていることに留意した。一方、ハワー

ド卿英国側座長は、新たな参加者によって、本年の合同会議の議題に新たな視点がもたらされ

ることを歓迎した。 

 

最後に、2014年 4月に日本国際交流センター（JCIE）理事長に就任した大河原昭夫氏が日英 21

世紀委員会のメンバーに紹介され、初めての合同会議に迎え入れられた。 

 

セッション 1：日本の現状と課題 

第 1セッションでは、前回の合同会議以後の日本における政治情勢について議論した。本セッシ

ョンと時を同じくして安倍首相は、集団的自衛権の行使が容認されるべく、憲法解釈変更の可

能性を含めて、自衛隊がより有効に活動できるようにするための防衛法制の論議のプロセスを

連立内閣および国会内で開始する決意について、歴史的な発表を行った。これは日本が掲げる

「積極的平和主義」の文脈において発表されたものであり、もし実施されるなら、日本の安全

保障政策に大きな変化をもたらすであろう。 

 

日本では 6年間に 6人の首相が相次いで政権を担った。その後安倍首相は、2012年 12月の就任

以来、堅実に国政を率いてきた。本委員会は、現政権が安定と強力な基盤を維持し、日本が国

際社会で強く求められている重要な役割を果たし得ることを歓迎した。 

 

本セッションでは、安倍首相が引き続き根強い人気を博している理由と、現政権が直面してい

る課題について、議論が集中した。安倍首相が高い支持率を得ている理由として、「アベノミ

クス」として広く知られる経済政策に対する強い期待、国内・海外で首相が発揮している効果

的なコミュニケーターとしての優れた手腕、頻繁に繰り返される政権交代に対する国民の深い

失望が指摘された。一方、現政権の課題としては、次の三点が留意された。第一にアベノミク

スで最も重要な第三の矢に位置付けられている「持続可能な経済成長」が、いまだ実効されて

いないことである。第二に国政選挙の予定がない 2016年までのいわゆる「黄金の 3年間」に一

連の適正な政策を実施することが必要だという点である。第三に歴史問題、および安倍政権に

国家主義的傾向を見出す海外の受け止め方にどう対応するのか、という問題である。 

 

セッション 2：英国の現状と課題 

第 2セッションでは、英国の現在の政治情勢と、2014年 5月に実施される欧州議会選挙、2014

年 9月にスコットランドで予定されている独立の賛否を問う住民投票、2015年 5月に英国で実

施される総選挙など、今後数年の政治を形作る主要な行事について議論した。また、有権者に

最も大きな影響を及ぼす可能性がある要因として、政治と政治家に対する一般国民の不満と英

国の経済状況が挙げられた。 

 

欧州議会選挙では反 EU・反移民感情が支配し、右翼の国家主義的な英国独立党（UKIP）が台頭

して、フランス、デンマーク、オランダでもこれと並行した展開が見られる可能性が高い。 
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さらにスコットランドの住民投票も、政治の既成勢力に対する同様な拒絶と、主流政党からの

疎外感がもたらしたものである。もしスコットランドが独立した場合、通貨統合、EUへの加盟

のほか、年金、税制、安全保障に対する新しい取り組みが必要になるなど、いくつかの複雑な

問題に直面することになる。また経済面でも、住民投票でスコットランドの独立が支持されれ

ば、英国全体の再評価が必要になり、欧州の他の地域でも、分離主義運動に影響を与える可能

性がある。 

 

英国経済の成長と景気回復は 2015年総選挙の結果を大きく左右するであろう。加えてスコット

ランドの住民投票の結果が、英国の政治地図の根底を揺るがす衝撃を与え、主要各政党の命運

に多大な影響を及ぼす可能性がある。 

 

日本の対英投資は、英国内の統合された市場を基本としている。スコットランドの住民投票と

欧州統合について将来住民投票が行われる可能性が、日本企業の懸念材料となっている。 

 

セッション 3：刺激か緊縮か ─ 持続可能な経済成長にとってのプライオリティ 

続く第 3セッションでは、日本のマクロ経済政策と 2014年 6月末に予定されている成長戦略の

見直しが議論された。日本経済はデフレ脱却を目指してアベノミクスが導入されて以来回復を

続けてきた。しかし、日本を貿易と投資機会に開放する政府の計画では、アベノミクスで第三

の矢に位置付けられている成長戦略が重要な役割を担う。環太平洋パートナーシップ協定

（TPP）および日 EU経済連繋協定（EPA）の交渉が進められている折から、これらの自由貿易

協定が成功裡に締結されることが非常に重要である。 

 

日本経済は新たな段階に到達し、経済特区の創設をはじめとする規制改革が 2020年までに外資

の対日直接投資を倍増することを目指して進められ、外国企業の対日投資および高度な技能を

有する海外人材の確保を支える枠組みが設定されることになる。 

 

このプロセスの一環として、外国企業は日本国内の研究プロジェクトに対し、同一の制度の下

で同一のアクセスを提供され、日本企業と同様に取り扱われなければならない。英国では政府

が日本企業を英国企業と同様に取り扱う戦略的な決定を下した結果、英国に投資する日本企業

の誘致に成功を収めている。 

 

英国および欧州の大多数の国では 2012年と 2013年に、経済の停滞が続く中で財政赤字縮小策を

さらに強化すべきか、それとも成長への復帰が公共支出削減および／または増税の余地を広げ

ることを期待して緊縮策を緩和すべきかをめぐって、政治・経済論争が行われた。現在、英国

を筆頭に、欧州の大多数の国は回復基調にあるため、「刺激か、緊縮か」の論議は以前より鎮

静化している。 

 

しかし英国では、経済回復と来年の総選挙の見通しが、政治議論を変化させている。保守党は

一貫した緊縮財政の成果を主張して、将来の減税に向けた展望を強調している。一方、野党の

労働党は、国民の生活水準の低下と、成長がもたらした富の不均等な配分に焦点を当てて、政

策論争を展開している。 
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ユーロ圏では通貨統合が分裂するテールリスクは大方消滅したと見られ、ユーロ圏周辺諸国の

国債を購入する外国人投資家が市場に戻っている。とはいえ経済が弱体化したこれらの国は、

成長基調を取り戻してはいるものの、そのペースは非常に高い水準に達した失業率を下げるに

は不十分である。 

 

たとえ欧州の経済危機が緩和しても、課題は依然残されている。有権者が緊縮財政に飽き飽き

し、生活水準の改善を求めているからだ。多くの国は現在も、持続可能な経常収支の均衡を確

立するため、競争面での困難に直面している。ユーロ圏の政府は持続可能な通貨統合の構成を

まだ完成していない。さらに英国は政策の力点を信用の拡大、住宅価格の上昇と消費支出から

生産的投資、インフラの更新および輸出拡大にシフトして、経済の再均衡をはかる必要がある。 

 

セッション 4：東アジア地域問題と世界への影響 

第 4セッションでは、東アジア地域の問題と、これら諸問題が主要な世界の他の地域、すなわち

米国と欧州に及ぼす影響について議論した。また、「米国はアジア重視の政策から後退してい

るのではないか」、「日本の安全保障に対するコミットメントを長期的に継続していくのか」

が討議された。さらに日韓関係への懸念、東南アジア諸国との前向きなパートナーシップも取

り上げられたが、議論の焦点は主として中国を取り巻く不安定要因に絞られた。 

 

中国が東アジアでの影響力の拡大を追求しているため、尖閣諸島と歴史問題をめぐって日中関

係が緊迫している。また中国とフィリピン、ベトナムなど地域の他の諸国との間でも緊張が高

まっている。中国の攻撃的な対外政策は、国内情勢、特に党内政治闘争と密接に結び付いてい

るとの声が聞かれた。今後も日中関係に厳しい状況が続くことは間違いなく、東アジアで緊張

が緩和する見通しも不確実である。 

 

また一方で、偶発的な衝突に対する懸念が深まっている。東アジアの地理学的な現実を変える

のは不可能なので、日本が防衛力の増強を望むのは理解できる。しかし中国との関与を続け、

可能な範囲で信頼醸成措置を確立することの重要性が認識された。 

 

本委員会のメンバーは、日本および安倍政権の特定の活動が国家主義的であると表現されてい

るプロパガンダに注目した。例えば日本は英国で、過去数十年間にわたって卓越した評価を築

き上げ、第二次大戦後の否定的なイメージを根底から払拭したが、こうした評価が損なわれる

可能性がある。日本に対する否定的なイメージを生み出す可能性がある問題に関して、誤解を

正していくことが重要である。また、日英両国は、信頼される確かなパートナーとして、特定

の二国間プロジェクトについて協力を続けていかなければならない。 

 

セッション 5：包括的な核戦略に向けての信用回復および信頼構築 

第 5セッションでは、2011年の福島第一原子力発電所事故後の日本の原子力産業に対する国民

の信頼を回復する取り組みについて議論した。事故発生後、3つの主要な独立事故調査委員会が

設置され、個別に報告書が作成された。さらに 2012年、原子力規制委員会（NRA）が独立機関

として新設され、2013年には新たな規制基準が制定された。電力会社も 2012年に原子力安全推
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進協会（JANSI）を設立している。とはいえこれらの取り組みは、反原発世論に対し、いまだに

不十分と思われる。 

 

今年初め、政府は新しいエネルギー政策を発表したが、将来の原子力政策は現在も不確実であ

り、多くの問題が未解決のまま残されている。新エネルギー政策は再生可能エネルギーの拡大、

エネルギー効率の向上、より効率の高い化石燃料発電所を通じて原子力への依存を低下するこ

とを主要な目標としている。しかしエネルギー供給の安定、コスト削減、気候変動、安全維持

のための人材など他の要因についても検討しなければならない。使用済み核燃料とプルトニウ

ムの管理も、日本が直面している最も深刻な問題の１つである。 

 

原子力産業に対する国民の信用と信頼を再構築した英国の経験は、業界自らが内部から信頼を

高める努力を積み重ねなければならないことを示唆している。政府、規制機関および業界を結

んだリーダーのパートナーシップを築くことがその第一歩となる。各自が独立性を維持しなが

らも、過去の過ちと決別する共通の決意と、より信頼の高い産業を築き上げる責務へのコミッ

トメントを共有しなければならない。さらに開発途上諸国における民生用原子力開発では、最

も高度な安全基準の重要性に特に注意を払うことが求められる。 

 

日英両国の原子力産業は、長年にわたる協力の歴史を積み重ね、緊密な結び付きを維持してい

る。この部門では両国の企業数社が提携しており、例えばすでに AMEC社は日立製作所が日本

の原子炉技術と産業投資を英国の原子炉製造プログラムに提供することを支援するため、同社

と協力している。このほか AMEC社は、福島原発でも一部の日本企業と協力して、実証済みの

汚染除去および廃棄物管理サービスを提供している。民生用原子力分野における両国産業のこ

うした提携は、より優れたシステムの構築に貢献し、将来に向けて原子力産業の信頼を確保す

ることができる。 

 

セッション 6：市民社会における女性 ─ 政治およびビジネスにおけるジェンダー・ダイバーシ

ティ 

第 6セッションでは、日英両国の市民社会での女性の状況および政治とビジネスの場でジェンダ

ー・ダイバーシティを達成するうえでの課題について議論した。女性参加者によるプレゼンテ

ーションが行われ、参加者との間で個人的な経験を分かち合って活発な討議が行われた。両国

では、現在の首相がそれぞれに市民生活における女性の地位向上に公的なコミットメントを掲

げている。日本では出生率の低下に対し懸念が高まり、一方では労働市場の需給ギャップを解

消するため、より多くの女性の職場進出が必要とされていることを背景として、この問題が論

議されている。英国は女性の職場進出が日本に比べはるかに進んでいるが、一層の改善の余地

が残されている。 

 

女性の職場進出を阻んでいる障害として、雇用形態に関連した文化的な理由、家庭での介護と

の兼ね合い、報酬の不平等、一部の女性は仕事より自らが望むライフスタイルを優先している

こと、女性だけでなく男性に関しても社会における仕事と生活の調和が不十分であること、な

どの問題が指摘された。 
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ジェンダー・ダイバーシティの目標を達成するには、単一ではなく、いくつかの問題を組み合

わせた取り組みが必要、というのが本委員会の一致した認識である。しかしアファーマティ

ブ・アクション（差別是正措置）、アクティブ・ディスクリミネーション（能動的差別）ある

いは性別の雇用比率の割当の設定などによる政府の介入が、はたしてジェンダー・ディバーシ

ティの目標達成に向けた適切な道筋なのか、という具体的な問題になると、政府がどの程度ま

で介入すべきなのか、様々な意見が出された。本委員会のメンバーは、この分野における英国

の経験と知識が日本に有益であることを確認し、この課題への取り組みを前進させるための具

体的な方法を提案することを要請した。 

 

さらに委員会メンバーは、2014年 9月に安倍首相が政治・経済分野での女性のエンパワーメン

トに関する国際会議を主催する予定であることを歓迎した。 

 

セッション 7：途上国のグローバル・ヘルスにおける日英によるイニシアチブと協力 

第 7セッションでは、日本における医療政策の目標と戦後の 1961年に達成されたユニバーサ

ル・ヘルス・カバレッジ（UHC：国民皆保険）について議論した。平均余命がどの国よりも長

く、豊かな高齢化社会を実現している日本は、その経験を新興経済国と共有し、医療・社会福

祉の課題への取り組みを奨励する格好の立場にある。日本はまた、政府間レベルで、グローバ

ル・ヘルスの外交分野におけるいくつかのイニシアチブに関与し、例えば 2008年の主要国首脳

会議（G8）では、政策提言の推進を主導した。さらに 2012～2013年の UHCに関する日本・世

界銀行共同研究プログラムは、途上 11カ国に対し UHCに関連する教訓を確認し共有した。こ

の分野における国際協力はグッド・プラクティス（優れた取り組み）を普及し、広範な部門に

わたる人材を開発する可能性を秘めている。人口高齢化に関した問題への対応を通じて日本が

蓄積してきた特別な経験は特に、日本と同様な人口動態に直面しているアジア諸国で役立つ可

能性がある。 

 

すべての市民が所得水準に関係なく、医療を普遍的に受けられるようにすることは、単なる権

利でなく、貧困の撲滅に必要な経済成長の基礎である、との議論も聞かれた。真に普遍的なヘ

ルス・カバレッジおよびアクセスを確保することが政府の責務であり、役割である。これはイ

ンフラと設備投資、有効な政策、組織、そして高度な技能を有する人材を必要とする。だが医

療の改善を推進する努力は、国内の意思決定者に抜本的改革を成し遂げようとする強い決意が

なければ成功しない。改革を推し進めるためのリーダーシップが発揮されて初めて、公共、民

間および市民組織の各部門にわたって先進国の投資と途上国固有の能力を動員し、最適化する

ことが可能となる。 

 

途上国の医療の財源を確保する方法を見出して、改革を推し進めるリーダーシップが最も緊急

に必要とされている。財源確保の方法は、各国に固有の状況に応じてさらなる革新の推進が可

能であり、医療アクセスを拡大せしめ、医療の質と量の均衡を維持し、国民経済への過度な財

政負担を避けるものでなければならない。同時に日本と英国など、開発支援に主要な貢献を果

たしている国同士が協力を密にすることにより、ベスト・プラクティス（最善の取り組み）と

技術ノウハウの豊富な蓄積が活用・共有され、途上国のリーダー自らが責任を引き受け、率先

して改革を推し進めるように影響力を及ぼすことができる。日英両国の政府は、効果的で不正
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のない資金供与と効果的な医療の関連を明示し、途上国と援助機関に対し、最も緊要な分野に

焦点を当てた投資を行うよう促すことを目的として、この分野でベスト・プラクティスを展

開・奨励するために協力することが可能である。 

 

セッション 8：次世代人材育成 ─ 日英教育交流 

第 8セッションでは、学生の流動性、高等教育における協力、および語学教育を網羅した教育の

分野における二国関係について詳細な討議が行われた。前回の合同会議以来、英国の初等教育

レベルで、日本語を除外した必修外国語の選択リスト案が撤回されるなど、一連の主要な成果

が達成されたことが留意された。この事項が本委員会の 2013年の提言に含められたことが、初

等教育レベルでのより広範な外国語履修選択の幅を維持する案が支持されるに至る最終決定に

影響を及ぼすのに貢献した。このほか「長州ファイブ」のロンドン・ユニバーシティ・カレッ

ジ（UCL）での研鑽を記念する 150周年行事、2014年 5月 1日に安倍首相が出席して UCLで開

催された日英大学協議会に加えて、JETプログラムに受け入れられた英国人の数が約 10％増加

し、英国の公的な国際文化交流機関であるブリティッシュ・カウンシルが JETの外国語指導助

手（ALT）研修プログラム開始を決定するなどの前向きの成果が見られた。 

 

他方では、対応を必要とする課題があることが認められた。特に日本から英国に留学する学生

の数が減少していることが懸念されている。 

 

今年の本委員会の提言に含められる様々な項目に加えて、医学、工学などの領域における共同

学位と複数学位の設置、民間部門による大学院課程学生に対する奨学金の提供、現在英国で実

施されている学生、研究者および講師に適用されるビザ制度の改善などが提案された。 

 

このほか、教育交流を通じた接触が日英二国間の関係を強化するうえで極めて重要であること

が強く認識された。 

 

セッション 9：座長サマリー・ダイアローグ 

日英関係は、過去 1年間に特に活発に展開され、2013年合同会議後の提言についても、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、エネルギー・気候変動大臣、内閣府大臣、国防大臣、内

務大臣、北アイルランド首席大臣および副首席大臣が訪日した。 

 

また、防衛分野では防衛参謀長、第一海軍卿、参謀総長、合同軍事司令部司令官の訪日が見ら

れた。 

 

安倍首相は 2013年 6月の北アイルランドにおける主要国首脳会議を含め、2度にわたって訪英

した。さらに参議院と衆議院の代表団のほか、副首相・財務大臣、内閣府特命担当大臣、文部

科学大臣、外務省・防衛省・厚生省・国土交通省・経済産業省・内閣府の副大臣、政務官など

の訪英が続いた。 
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日 EU経済連携協定（EPA）に向けた交渉は、過去 1年間に 5回のラウンドを終え、EUの対日

輸出企業が指摘している特定の非関税障壁など、いくつかの問題への対応が大きく進展した。

現在 EUで 1年間にわたるレビューが行われており、その後加盟国は、はたして交渉を継続する

に足る十分な進展が達成されたか否かを判断する。2014年 5月の日英共同声明は、2015年の目

標期日までに EPAの主要課題に関して原則合意に達することをコミットメントとして掲げてお

り、EPAの交渉をさらに一歩前進させた。 

 

防衛・安全保障の分野で特定の協力のために枠組みが設けられている。これは、日英両国の外

務・防衛担当両大臣による「2+2」閣僚会合の制度、2012年 6月に調印された防衛協力覚書およ

び 2013年 7月に交わされた防衛産業協力協定を踏まえたものである。さらに、日英共同声明に

記されているように両国の防衛機構に対し相互に後方支援・技術・管理支援を提供する物品役

務相互提供協定（ACSA）の交渉開始が予定されている。併せて、両国が共同開発と生産を行う

ため適切な範囲の防衛装備プロジェクトを確認する作業が続けられている。 

 

2014 年 5月、両国首相は別途、気候変動とエネルギー協力に関する日英共同声明に合意した。

これは特に、民生用原子力分野におけるエネルギー問題への対応で一層の協力への道を開くも

のである。次回の日英エネルギー対話は 2014年 7月にロンドンで行われる。 

 

日英両国は途上国開発分野、特にアフリカで協力を続けており、現在はオリンピック終了後の

フォローアップとして、飢餓・栄養失調問題への取り組みの勢いを維持するため、グローバル

規模のパートナーと連携する方法を模索している。2012年のロンドン大会開催時に端を発した

この取り組みは、2020年の東京大会に向けて推し進められようとしている。 

 

英国は 2013年に認知症サミットを開催したが、今年は日本がこれに次ぐフォローアップ・イベ

ントを主催することになっている。 

 

高等教育の分野では、2014年 5月 1日にユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）で研

究・教育におけるコラボレーションのための重要な日英大学会議が開催され、両国の大学間協

力の成果と将来に向けた可能性が強調された。 

 

本委員会は、英国における日本研究の一層の発展を支援することを目的にグレートブリテン・

ササカワ財団が新たに創設した英国の大学のための 5年間の奨学金プログラムなどのイニシアチ

ブを歓迎した。 

 

過去一年間は日英間で特に内容の豊かな文化協力が行われ、主要な展覧会、その他の視覚・舞

台芸術のイベントが両国の各地を巡って繰り広げられた。また 1863年に「長州ファイブ」がロ

ンドンに到着したことを記念する 150周年行事と日英通商 400周年を祝う一大文化事業「ジャパ

ン 400」が開催され大きな成功を収めた。 

 

日英 21世紀委員会は、今回の第 31回合同会議における議論を踏まえ、以下の提言を行う。 
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提言 

日 EU経済連携協定（EPA） 

 日英 21世紀委員会メンバーは、EPAが EUと日本の双方に重要な経済的利益をもたらすこ

とに鑑みて、その交渉を強力に支援し、2015年に成功裡に完結することへの期待を再確認す

る。  

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、欧州委員会と加盟国に対し、一年間の総括において進展を

評価するにあたっては、非関税障壁ロードマップに関してすでに達成された進展と自由化の

利点を考慮することを要請する。 

 

貿易および投資 

 日英 21世紀委員会メンバーは、日本が、対日進出した外国企業を日本企業と同様に取り扱

い、同一の制度の下で、本国内の研究プロジェクトに対する同一のアクセスを外国企業に

提供することをコミットメントして掲げることが、2020年までに外資の対日直接投資を倍

増する取り組みに貢献すると考えている。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、英国の地方に進出している日本企業と地元の中等・高等教

育機関の間に、将来に向けた訓練と職業技能の基本を提供するための協力関係が促進され

ることを奨励する。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、安倍首相が 6月に成長戦略に関して野心的な提案を行うこ

とを奨励する。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、日英が引き続きアフリカで貿易・投資および開発に関して

協力する機会を追求することを提言する。 

 

防衛協力 

 日英 21世紀委員会メンバーは、2014年 5月の日英共同声明に盛り込まれた日英防衛協力

に関する詳細な提案を歓迎し、本委員会に対する外務英連邦省（FCO）と在英国日本大使

館（ロンドン）による半期に 1度の防衛協力に関する更新情報の提供の継続を求める。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、今年の外務・防衛閣僚会合で日英両国の政府が野心的な決

定を下すことを奨励する。 

 

民生用原子力協力 

 日英 21世紀委員会メンバーは、福島第一原発の廃炉と汚染除去、使用済み燃料の管理と原

発再稼働計画、原子力技術の分野における研究者の交流計画の発展などで日英の協力を拡

大することを提言する。 
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グローバル・ヘルス 

 日英 21世紀委員会メンバーは、両国政府がミャンマー（ビルマ）および他の地域における

医療の提供の改善に協力する可能性を検討することを提言する。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、両国政府がより有効なモデルを開発するため、結果に基づ

く資金供与の専門知識を共有することを提言する。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、関心を有する開発途上国に導入するため、学術機関に認証

された健康管理資格制度を創設する共同の取り組みを行うことを提言する。 

 

女性の活用 

 日英 21世紀委員会メンバーは、この分野における経験と知識の日英間の移転を容易にする

ため、市民社会におけるジェンダー・ダイバーシティの促進に向けた協力の機会を追求す

ることを提言する。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、安倍首相が 9月に開催するウーマノミクスに関する会議に

英国が高レベルの代表を派遣することを提言する。 

 

教育交流 

 日英 21世紀委員会メンバーは、学生と研究者の流動性を阻んでいる現在の障壁を打開す

る方法を検討するため、ブリティッシュ・カウンシルと日本の所轄機関が作業グループ

を設置することを提言する。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、日英間にジェネレーション UK（英国の学生を留学・職

業訓練のため中国に派遣する制度）と同様なプログラムおよび若年研究者の交流を促進

するプログラムの設定を検討することを求める。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、英国の専門家が、「Aレベル」を含めて、大学入学のた

め各種中等教育機関の学術等価資格を判定する経験を日本の教育機関と共有することを

提案する。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、英国に日本語教育のための PGCE（公立学校教員免許

状）制度を制定することを提言する。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、日本の大学が入試試験に使用している国際的な英語熟達

度検定試験に IELTS（International English Language Testing System）を含めることを提言

する。 

 

 日英 21世紀委員会メンバーは、英国法務省が 2014年 4月に ETS（Educational Testing 

Service）との契約を終了した結果、日本で最も広範に使用されている 2つの英語熟達度

検定試験である TOEIC（Test of English for International Communication）と TOEFL（Test 
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of English as a Foreign Language）が今後、英国における学生ビザ取得に使用できないこと

に懸念を表明する。この状況が短期間で解決されることが期待されるが、当面、注意深

く見守る必要がある。 

 


