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ろでございます︒

ラムの開始が改めて正式に発表されたというとこ

の枠組みであるグローバル・アクション・プログ
会議の実際に開かれている現場にも参加させてい

場に何度も出席させていただきまして︑またその

○副大臣︵丹羽秀樹君︶ 私も︑この会議の会議

たところでございます︒

文科省︑環境省︑内閣官房等と連携をして実施し

おり︑今回の世界会議の開催に当たりましては︑

及するよう頑張っていきたいと思います︒

組を喚起し︑世界へのＥＳＤ教育がしっかりと普

ち・なごや宣言をしっかりと踏まえ︑ＥＳＤの取

も開催されましたが︑様々な自治体とも連携しな

た特に愛知県や名古屋市とも︑その前は岡山市で

含めて︑本当に様々な省庁が連携して会議が︑ま

くて︑外務省︑また環境省︑さらに内閣官房まで

そういったとき︑やはり文部科学省だけではな

まあ首脳会談といいましても国家主席ですね︑二

○田中茂君 みんなの党の田中茂です︒

○荒木清寛君 終わります︒

国外にも十分発信してまいりたいと思います︒

外務省といたしましても︑今後とも︑関係省庁

○政府参考人︵尾池厚之君︶ ただいま丹羽副大

がらこういったすばらしい会議を開かせていただ

〇一一年の野田首相との会談以来であり︑安倍政

ただきました︒

臣から御答弁があったとおり︑百五十か国と地域

くことはとても有り難いことだと思っております︒

権になってから初めてでありました︒この三年︑

今後も︑文部科学省といたしまして︑このあい

から七十六名の閣僚級が参加をし︑あいち・なご

これまでも内閣官房副長官を議長として︑外務

冷え込んでいて打開のめどが立たなかった日中関

と連携をし︑ＥＳＤに積極的に取り組むとともに︑

や宣言が発出されたことは極めて有意義であった

省︑文部科学省︑環境省の局長級の方々を構成員

係︑固く閉ざされていた貝を開くような一つのき

今回の日中首脳会談は︑二〇一一年の野田首相︑

また︑外務省︑文科省共催のサイドイベントに

とする国連ＥＳＤの十年関係省庁連絡会議におき

と考えております︒
おきましては︑国際的な発信力のあるアフガニス

っかけになったことは理解しております︒

ていくために︑新たな国内実施計画を策定の上︑

政府全体でこのＥＳＤをより一層強力に推進し

考えております︒がしかし︑幾つかの深刻な問題

理解やコミュニケーションの第一歩であると私も

フェース︑顔を突き合わせて話をすることが相互

まして︑国内実施計画の決定等の重要事項を議論︑

関係省庁でまた今後もしっかりと頑張っていきた

点を残したのではないかと私自身思っております

タンの女性教育指導者を招聘し︑このサイドイベ

いと思います︒

ので︑その点について質問をさせていただきます︒

どんな場合でも︑まず相手とフェース・ツー・

る課題でありますし︑かつ世界的な取組でありま

○政府参考人︵尾池厚之君︶ ＥＳＤが環境︑開

まず第一点ですが︑この十一月七日に発表され

決定させていただきました︒

す︒政府としても︑各省単独で取り組むのではな

発︑人権等︑多分野横断的な課題に取り組むもの

た日中関係の改善に向けた話合い︑いわゆる四点

ントや学生との対話につきましてはメディアにお

く︑積極的に連携をしていく必要があります︒今

でございまして︑関係省庁が連携する必要がある

合意と十日に行われた日中首脳会談との関連性に

いても多数取り上げられたところでございます︒

日は環境省は呼んでおりませんけれども︑今後︑

との御指摘は全くそのとおりであると考えており

ＥＳＤは︑環境︑貧困︑人権等︑多方面にわた

○荒木清寛君 最後の質問であります︒

政府︑各省庁が連携をして︑国内外のＥＳＤをど

ついて質問させていただきます︒

本文書の位置付けについては先ほど来お話があ

ます︒
ただいま丹羽副大臣より御答弁のありましたと

のように推進をしていく決意なのか︑このことを
外務︑文科︑両省にお尋ねをいたします︒
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日中双方で発表されている和文︑先ほどおっしゃ

めることができたので︑その御指摘のタイミング︑

タイミングについては︑この四項目としてまと

お聞かせいただきたいと思います︒

条件を日本側がのんだということなのでしょうか︒

意文書内にあえて解釈の幅を残すことで中国側の

にもかかわらず︑今回中国側が首脳会談に応じ

った中国文と︑さらに英文の表現にそれぞれ微妙

十一月七日のタイミングで発表することといたし

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 今回の四項目の発表

かな話合いを続けてきた結果︑この日中双方の意

な違いがあります︒その解釈ないし解釈に基づく

ました︒これは決して首脳会談︑外相会談のため

につきましては︑日中両国の間で関係改善に向け

りましたように︑基本的な認識としては︑国際法

行動の是非を巡って後々新たな問題が生じると私

に発表したというものではありませんが︑環境整

て現時点で一致していることについてまとめ︑そ

たということは︑中国側が条件につき譲歩したと

自身強く懸念しております︒

備という意味においては大きな意義があったので

してそれを発表したというものであります︒

見の一致できるものについてまとめて公表すると

そこで第一に︑本合意文書の外交上︑日中関係

はないか︑このように考えているところでありま

上の履行義務の生じる国際約束︑すなわち狭義の

上の位置付けについて御説明をいただけませんで
す︒

変わっておりませんし︑その部分についてこの公

いう解釈でよろしいのでしょうか︒それとも︑合

しょうか︒また︑こうした合意事項は︑普通は外

○田中茂君 この会談前に公表されたというのは

表の中で何か触れているというものではありませ

いうことに至った次第であります︒

相会談や首脳会談後のファクトシート︑合意文書

ある意味意義があったのではとおっしゃっていま

ん︒これは︑今回︑この発表において︑この会談

外交文書ではないと思いますが︑本合意文書には

として公表されるのが定例でありますが︑なぜあ

すが︑これ︑朝日新聞がちょっとこの件について

よって︑我が国の立場︑考え方︑従来から全く

えて日中首脳会談以前に発表されたのかについて

隣国であるがゆえに様々な問題が存在いたします︒

り返し述べてまいりましたが︑日中間においては

本合意は首脳会談を実施するための条件ではなく︑

見及び同日の植野中国課長の記者ブリーフでは︑

次の質問なんですが︑七日の岸田外務大臣の会

ておきますが︑四点合意の第一項にある﹁四つの

ような回答が来ると思いますので︑この辺でやめ

○田中茂君 この点でまた執拗に質問しても同じ

の前提として何かを譲ったとか立場を変えた︑こ

そして︑こうした問題があるからこそ直接対話が

ＡＰＥＣのために合意を急いだわけではないと説

基本文書﹂に関する確認をさせていただきたいと

書いておりますので︑この件は後で私質問させて

重要であると申し上げてきました︒そして︑世界

明されていることは承知しております︒がしかし︑

思います︒これは単なる確認ですので︒

御説明もお願いいたします︒

第二と第三の経済大国がしっかり対話をするとい

中国は以前から︑日本側が︑主要閣僚が靖国参拝

基本的な確認として︑この第一項でうたわれて

ういったことは全くないということは確認してお

うこと︑関係が安定するということ︑これは両国

しないこと︑そしてもう一点が尖閣諸島における

いる﹁四つの基本文書﹂というのは︑一九七二年

いただきます︒

の国民にとって利益であるのみならず︑地域や国

領土問題の存在を認めること︑この二点を首脳会

の日中共同声明︑一九七八年の日中平和友好条約︑

○国務大臣︵岸田文雄君︶ まず︑これまでも繰

際社会にとって大きな利益であるという考えにも

談の条件として執拗に主張してまいりました︒そ

一九九八年の日中共同宣言︑さらに二〇〇八年の

きたいと存じます︒

立ってきました︒

ういう経緯があります︒

こうした認識に立って︑両国の外交当局間で静
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とおりでございます︒

○大臣政務官︵宇都隆史君︶ 事実ベースでその

か︒

明の四つを指すということでよろしいんでしょう

戦略的互恵関係の包括的推進に関する日中共同声

のと理解をしております︒

日中間における全ての政治問題を意味しているも

は特定のテーマ︑問題を指しているのではなく︑

具体的なということをおっしゃいましたが︑これ

項目めにございます﹁政治的困難﹂という意味︑

○大臣政務官︵宇都隆史君︶ この四点合意の二

見たとなっております︒

不測の事態の発生を回避することで意見の一致を

化を防ぐとともに︑危機管理メカニズムを構築し︑

ていると認識し︑対話と協議を通じて︑情勢の悪

状態が生じていることについて異なる見解を有し

は︑尖閣諸島︑東シナ海の海域において近年緊張

両国関係に影響する政治的困難を克服することで

歴史を直視し︑未来に向かうという精神に従い︑

○田中茂君 ありがとうございます︒

好条約のみでございます︒

際約束の法的拘束力があるのが︑二つ目の平和友

がないところはどこなのか︑教えてください︒

れば︑若干の認識の一致があるならば認識の一致

加えた意図はどこにあるんでしょうか︒言い換え

するのではなく︑あえて﹁若干の﹂という一言を

いう表現でありますが︑ここで単に認識の一致と

うんですが︑二つ目の若干の意識の一致を見たと

○田中茂君 この件もある程度は想像は付くと思

管理メカニズムの構築を明記し︑さらにその推進

そうした中で︑四点合意の第三項において危機

することを強く懸念していたと私思っております︒

らみ合いが偶発的に衝突する︑そのエスカレート

域各国はもとより世界中の国々が︑日中両国のに

緊張状態が依然として継続する中で︑アジアの地

す︒それもあってか︑尖閣諸島をめぐる日中間の

今年は第一次世界大戦勃発から百周年を迎えま

なお︑この四つのうち唯一法的な規律として国

若干の認識の一致をみた︒
﹂とあります︒この四

○大臣政務官︵宇都隆史君︶ この若干の一致を

ば︑その意味するところはどこなのか︑御説明を

体的問題を列挙︑表記するのを避けたのだとすれ

いただきたいと思います︒あるいは︑意図的に具

治的困難﹂とは具体的に何を指すのか︑お聞かせ

これらの諸問題のうち︑
﹁両国関係に影響する政

サンゴを狙った違法漁民の複数の問題等あります︒

日中関係には︑尖閣諸島の問題︑靖国問題やアカ

という記述であります︒言うまでもなく︑現在の

一つ目は︑
﹁両国関係に影響する政治的困難﹂

きたいと思います︒

点ありますので︑その点についてお聞かせいただ

○田中茂君 四点合意の第三項なんですが︑双方

ざいます︒

いては一致しているところもあるという意味でご

がら解決をしていくといった︑そういう姿勢につ

的な互恵関係の原点を見据えた上で対話を通じな

く上で基本的方向性や姿勢︑例えばお互いに戦略

ですが︑あくまで︑それにお互いに取り組んでい

ころで容易ではないということは認識しているん

す︒それを克服すること︑お互いの考えも違うと

ように︑様々な政治的な困難が横たわっておりま

が︑日中間には︑先ほど委員もおっしゃいました

見たというところの御説明をさせていただきます

日本の立場に変わりはないと説明されております︒

領有権問題についてではない︑尖閣諸島に対する

生じていることについての異なる見解であって︑

閣諸島︑東シナ海の海域において近年緊張状態が

第三項にある異なる見解とは︑その前文である尖

植野中国課長は七日の記者ブリーフにおいて︑

おりであります︒

今日午前︑午後と皆さんの質問で言われていると

議論の余地がある書きぶりがなされているのは︑

の一方で︑合意文書の第三項は︑その解釈につき

きな意義はあったと思っております︒しかし︑そ

を首脳会談で確認したことは︑これに関しては大

次の質問として︑四点合意の第二項︑
﹁双方は︑

点合意の第二項には気になる記述が私としては二

お願いいたします︒
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満を表しますと︑そのように述べておられます︒

速︑日本側の関連発言に対して︑厳重な関心と不

ページによると︑岸田外務大臣の発言に対して早

現に︑在日本中国大使館大使の程大使︑ホーム

していないと︑私はそう思っております︒

ては理解できますが︑中国側は同じようには理解

状態があるとも述べられております︒それに関し

た問題などを挙げて︑そうした課題において緊張

閣諸島を含む東シナ海上空に防空識別圏を設定し

しかし︑異なる見解とは︑中国が昨年十一月に尖

同じことをずっと繰り返されていると思います︒

在しないという認識は変わらないと︒先ほど来︑

十一日には岸田外務大臣も︑領土問題は一切存

海域において近年緊張状態が生じている︑このこ

三項目めの内容につきましては︑東シナ海のこの

合わせはしておりませんが︑今回のこの発表︑第

うことでありますので︑英文については何らすり

ます︒英訳についてはそれぞれ仮訳を行ったとい

ぞれが日本語とそして中国語によって発表してい

ましたように︑今回の発表については︑日中それ

○国務大臣︵岸田文雄君︶ これ先ほど申し上げ

か︒

ではないかとも思いますが︑いかがでございます

りません︒今後の文言解釈に関わる大きな不一致

おります︒これは単なるニュアンスの違いではあ

ている立場の違いを認めたと読めるようになって

なわち︑中国側の英文表記では︑中国側が主張し

とで︑法的拘束力もなければ︑双方に共通する英

回の四点合意は狭義の外交文書ではないというこ

先ほどのこの件についても質問なんですが︑今

います︒

問しますので︑次に質問させていただきたいと思

わけであります︒その点についても後で私︑御質

文を通してアメリカも各国もその文書を見ている

れは極めて大事なポイントでありまして︑この英

ては余り関心がなかったように思われますが︑こ

おりました︒

国の強い不満だと︑そういうふうにおっしゃって

はその後の文書もありまして︑主権に対する我が

○田中茂君 中国大使館の程大使のホームページ

とについて異なる見解を有している︑こういった

意文書には︑日本外務省が作成した和文︑英文と︑

文︑正文も作成されておりません︒ゆえに︑本合

先ほど大臣おっしゃったんですが︑英文につい

確かに︑我が国の外務省が発表している合意文
書は︑素直に読み解けばそのような解釈になるの

認識を示したものであります︒このことについて

中国外交部が作成した中国語と英文の四つが存在

は理解しております︒外務省の発表の英文の表現

recognized that they は︑日中間ですり合わせを行って︑こうした発表

ます︒そのため︑日中双方の英文表記の不統一を

な ん で す が ︑ こ れ は ︑﹁

そして︑御指摘の中で︑中国大使館の反応につ

原因として︑文書解釈の余地︑曖昧性が残されて

し︑双方の英文表記は統一していないわけであり

﹂であります︒和文とほと
had different views
んどこれは相違ありません︒

いて御指摘がありましたが︑これは︑私が記者会

を行った次第であります︒

しかし︑中国外交部が発表している合意文書の

おり︑それを基に中国側は今後不当な領有権主張

されたのではないかと受け止めております︒です

らず︑なぜ当局間で正文を詰めるという作業をし

このような懸念が容易に想像できるにもかかわ

を行ってくることが懸念されますし︑当然だと︑

﹂となっております︒
tensions
日本側が使っているレコグナイズは単なる認識

から︑この文書そのものに対する反応ではないと

なかったのか︑お聞かせください︒

そう思っております︒

を表していると思いますが︑中国側が用いている

認識をしております︒

英 文 は ︑﹁
acknowledged that different 見の中で改めて我が国の立場についてと発言をい
positions exist between them regarding the たしました︒領土問題が存在しないという︑その
我が国の立場を改めて確認したことについて発言

アクノリッジは認めるという意味であります︒す
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おりであります︒

容についての理解は︑先ほど御説明申し上げたと

た上で日本語と中国語で発表をいたしました︒内

については︑日中間でしっかりすり合わせを行っ

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 今回の発表そのもの

間で合意できる︑一致できる点についてまとめた︑

きたわけですが︑その結果として︑今現在︑日中

まいりました︒そして︑静かな努力を積み重ねて

いう認識の下で︑関係改善に向けて努力を続けて

国において︑まず現状が大変厳しい状況にあると

したが︑今回のこの発表につきましては︑日中両

ーネットでかなり多くのアジアの人に読まれてお

ネル・ニュース・エイジアという︑これはインタ

報道を多く取り上げております︒例えば︑チャン

さらに︑海外メディアも︑中国国営メディアの

おります︒

張が一層激化する可能性が私は出てくると思って

正しさを再認識し︑今後︑尖閣周辺での領有権主

ただ︑この英文について︑それぞれが仮訳を行

これが今回の発表の意味であります︒

ていきたいと思います︒

して引き続きしっかりと誤解のないよう説明はし

した︒その点につきましても︑国際社会に対しま

うことであります︒首脳会談︑外相会談のために

い確認ができた︑そのタイミングで発表したとい

申し上げましたように︑両国間ですり合わせを行

この発表のタイミングにつきましては︑先ほど

外がどう見ているのか︑極めて重要な視点であり

外交なので︑日本国内ではなく︑他国を含め海

ります︒

営メディアは北京の勝利を主張したと報道してお

りますが︑そこのメディアを通しても︑中国の国

っているということについて御指摘をいただきま

○田中茂君 ありがとうございます︒

行ったというものではないということは確認して

ただ︑今︑国際社会にしっかりと説明していく

ます︒海外メディアへの対応も極めて大切なので︑

この点で︑先ほど来大臣おっしゃっていますが︑

というアイデアは中国側から提起されたものと報

首脳会談に先行して事前合意文書をまとめている

も︑日本はこれまで中国との釣魚島問題に関する

いうニュアンスの報道が多く︑四点合意について

について︑日本側の求めに応じてやったと︑そう

新たな現実が継続するとするならば︑ＡＰＥＣに

において中国船の侵入が常態化する︑そのような

国のメディアでは言っておりましたが︑尖閣周辺

次の質問ですが︑先ほど新たな現実があると中

日本の主張を広めるように徹底的に広報活動を行

道されています︒これが事実であれば︑文書解釈

話合いを一貫して拒絶し︑主権に関する争いは存

合わせ無理に首脳会談をすることはなかったので

があったということは事実だと理解しています︒

ただ︑全体の環境整備という意味で大きな意味

おきたいと存じます︒

とおっしゃっていますが︑現に国際社会はほとん
ど中国側の言い分を載せております︒まあ︑それ
は後でまた説明しますが︒

の曖昧性を残すという中国側の戦略に日本側が乗

在しないと公言してきたが︑四点合意によって新

はありませんか︑お聞かせください︒

っていただきたいと思っております︒

せられたのではないかと︑そう思うんですが︑あ

たな現実が形成されたと宣告するに等しいと表現

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 我が国は︑従来から︑

○田中茂君 中国メディアでは︑今回の首脳会談

るいは︑あえて文書解釈の曖昧性を残すことで意

されております︒これは一つの中国側のメディア

くしくも十一月十一日付けの朝日新聞によれば︑

義があるとすれば︑それによって日本側にもたら

いたしますが︑問題があるからこそ直接対話が重

隣国であるがゆえに日中間には難しい問題が存在
多くの中国人民がこうした報道に触れて自らの

要である︑特に高い政治のレベルでの対話が重要

であります︒
領有権主張の正しさを︑彼ら自身の正しさですね︑

されるメリットとは何であったか︑お聞かせいた
だきたいと思います︒
○国務大臣︵岸田文雄君︶ 先ほども申し上げま
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話の実績を積み重ねていかなければなりません︒

ら今回の対話をスタートとして具体的な協力や対

態は現実に存在するわけでありますので︑これか

ません︒そして︑事実︑おっしゃるように緊張状

ただ︑これはスタートであってゴールではあり

ことであると認識をしています︒

ップ同士の会談ができたこと︑これは歓迎すべき

日中両国それぞれの政権ができてから初めてのト

こうした我が国の考え方に立った場合に︑今回︑

である︑こういったことを伝え続けてきました︒

す︒

ついて中国側と協議を行ってきたところでありま

きました︒そして︑この首脳会談のタイミングに

対話︑意思疎通が重要だということを訴え続けて

るからこそ︑高い政治のレベルでの話合い︑直接

たように︑我が国としましては︑難しい問題があ

○国務大臣︵岸田文雄君︶ 先ほど申し上げまし

がでしょうか︒

かと︑そのように勘ぐることもできますが︑いか

的制約の中で急ぎ足でまとめられたものではない

たいという思惑があり︑四点合意はそうした時間

界からの圧力と︑先ほども言いましたように︑今

い中で︑中国との経済関係を回復したい日本経済

ノミクスが必ずしも目に見える成果となっていな

明しなければ︑国民は︑今回の首脳会談が︑アベ

う考えております︒このようなリスクを真摯に説

に対してきちんと説明しておくべきだと︑私はそ

その事実を謙虚に捉え︑そうしたリスクを国民

があることも否定できません︒

に更なる強硬的主張のための根拠を与えた可能性

ります︒しかし︑そのような配慮によって中国側

であろうということは想像に難くないと思ってお

回の解散・総選挙を見据えた政治戦略ではないか

そのことを一つ一つ積み重ねることによって両国

話合いの過程で︑首脳会談実現のタイミングと

そこで︑この首脳会談のタイミングにつき︑与

関係を安定させる︑こういった状況をつくり出し

うことは否定いたしませんが︑しかし︑ＡＰＥＣ

党内でどのような議論が行われたのか︑お聞かせ

と︑そういうふうに思うのではないかと︑そう思

かり肝に銘じながらこれから引き続き努力をして

に合わせて無理に会談を実施したということは当

いただけませんでしょうか︒

して北京でＡＰＥＣ首脳会議があるということ︑

いきたいと考えています︒

たらない︑そういった御指摘は当たらないのでは

○国務大臣︵岸田文雄君︶ こうした日中間の対

ていかなければならないと思います︒あくまでも

○田中茂君 首脳同士が何度も何度も会うという

ないかと考えます︒

話の重要性については︑従来から政府としまして

っております︒

のは極めて大事で︑私もこの委員会でもその点に

○田中茂君 要するに︑今回の四点合意と形式的

も︑度々︑中国側︑そして国内に対しても説明を

このことについては日中双方の念頭にあったとい

ついては何回かお話しさせていただいたこともあ

な首脳会談は︑日中双方が外交的勝利を宣言し得

してきたところであります︒そして︑日中の対話︑

スタートでありゴールではないということ︑しっ

ります︒

る曖昧性を残すよう意図されたものではないかと︑

こうした首脳会談の開催等について様々な努力を

ただ︑今回のこの件については若干ニュアンス

私自身︑そう考えざるを得ません︒

すことになられましたが︑その件も含めて︑ＡＰ

と内的には経済界︑また今回総選挙を急に打ち出

政府側には今回︑外的というか︑米国ですね︑あ

いう解釈の余地を残す合意文書の作成に苦心した

制の中で若干巧みに双方の主張を織り込む︑そう

日強硬派の圧力を受けておられます︑そういう体

無論︑政策当事者らが︑習近平さん︑軍部︑対

な関係者には議員外交を始め様々な切り口で御協

とであります︒こうした説明を行い︑そして様々

て機会を捉えて説明をしてきた︑これは当然のこ

行ってきた︑その経過につきましては与党に対し

が異なってきております︒というのはまた︑日本

ＥＣ期間中に何としても日中首脳会談を実現させ
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な形での交流を通じましても御協力をいただき︑

力をいただいてまいりました︒民間交流など様々
あります︒

なものとして評価する旨の発言があったところで

しく説明いたしまして︑ケリー長官からは前向き

質問させていただきたいと思っています︒

ことがない問題ですので︑是非今日はしっかりと

まえれば︑四点合意の作成と日中首脳会談の実現

そもそもこの問題︑北東アジアの戦略関係を踏

たいと思います︒

○田中茂君 時間がないので︑あと一点お聞きし

あります︒

を実施した︑こういった結果につながった次第で

ら︑今回︑政府としまして︑首脳会談︑外相会談

そうした多くの皆様方に御理解をいただきなが

たと解釈しているわけです︒その合意文書を︑今

この問題は︑中国側は領土問題が存在すると認め

○田中茂君 今まさに御答弁いただきましたが︑

す︒

から戦略的互恵関係を進めていく考えでございま

化に努めるとともに︑中国との間では大局的観点

き続き︑日米同盟を基軸といたしまして︑その強

ては︑国際社会及び地域の安定と平和のため︑引

いずれにいたしましても︑我が国といたしまし

は︑核兵器とか︑具体的には例示するとどういう

○小野次郎君 それでは︑大量破壊兵器というの

バルな取組であると認識をしております︒

イル及び関連物資の拡散を阻止するためのグロー

和と安全に対する脅威である大量破壊兵器︑ミサ

る安全保障構想というものですが︑国際社会の平

○国務大臣︵岸田文雄君︶ ＰＳＩ︑拡散に対す

ただきたいと思います︒

れどういう協力の枠組みなのか︑内容を御説明い

イニシャルで言ってしまっていますけれども︑こ

まず︑外務大臣にお伺いしますが︑このＰＳＩ︑

環境醸成につなげていただいたと感じております︒

には︑米国を説得し︑目に見える形で関与させる

おっしゃったように︑ケリー国務長官は歓迎する

○政府参考人︵中村吉利君︶ お答え申し上げま

べきではなかったかと︑私そう思っておりますが︑

ていいです︑お互いの解釈でいいです︒しかし︑

す︒

ものですか︒

○大臣政務官︵宇都隆史君︶ 最大の同盟国であ

その合意文書︑中国側は中国側の解釈も含めての

と言っているわけです︒お互いの主張は言い合っ

る米国に関してもこのアジアの安定というのは最

この合意文書を米国は歓迎すると言っているわけ

その辺︑お聞かせください︒

大限の関心を払っているわけでありますが︑恐ら

です︒

受け取っておりますが︑米国との間では日頃から

が合わせられているのかというような質問かとも

日中首脳会談だけでなく︑ちゃんと米国との歩調

強く主張して︑私の質問は終わりにします︒

防衛のためにも米国を関与させるべきであったと

詰める必要があったと私は考えております︒尖閣

この合意文書に関しても︑より戦略的に米国と

の参加も含めて︑その実績を両方お伺いしたいと

自衛隊部隊の参加実績︑よその国が主催した場合

ＳＩ多国間訓練︑主催した状況並びにこれまでの

○小野次郎君 二〇〇三年以降︑我が国がこのＰ

物兵器といったものが大量破壊兵器というように

今委員御指摘のとおり︑核兵器︑化学兵器︑生

く委員の御指摘は︑今回のこの四点合意あるいは

様々な外交課題について緊密に連携をしていると

○小野次郎君 維新の党の小野次郎です︒

認識されていると承知しております︒

ころであります︒

○国務大臣︵岸田文雄君︶ ＰＳＩにつきまして

思います︒
これは二〇〇三年以降新しい多国間協力の枠組み

は︑我が国の安全保障向上に資する取組であり︑

今日はＰＳＩについて質問させていただきます︒

談におきましても︑岸田大臣の方からケリー国務

として存在しているわけですが︑余り議論された

また︑先日︑七日に行われました日米の外相会
長官に対して︑最近の日中関係の状況︑これを詳
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