日・EU戦略的
パートナーシップ協定

グローバルな課題解決に向けた協力の強化

日・E U間の団 結を支えるために
日本は、欧州連合（EU）の戦略的パートナーの一つであり、民主主義、法の支配、開かれた市場、人権の尊重

などの価値観を共有しています。我々は、平和構築や海賊対策から科学やイノベーションに至る幅広い分野で

今日の日・EU関係は過去最強

日本とEUは近年、両者間の関係を大きく前進させる以下の二つの重要 な協定に署名しました。

協力しています。

日・EU戦略的パートナーシップ協定

日本とEUは、気候変動、エネルギー安全保障、
テロ対策、開発といった地球規模の課題に共同で取り組むなど、

政治対話や政策協力だけでなく、環境や気候変動、開発政策や災害救援、安全保障 政策

あらゆる局面で緊密なパートナーシップを築くことにより、双方が恩恵を受けることが大変多いと、私は心から

など、地域的及びグローバルな課題に関する協力を促す法的拘束力を有する協定です。

信じています。
日・ＥＵ市民の多くは、
すでに互いの国に住み、
学び、
働いており、
この緊密な関係の恩恵を個人レベル

でも享受しています。

日・EU経済連携協定(EPA)

日・EU戦略的パートナーシップ協定（SPA）は、長年の協力関係や、民主主義、法の支配、人権、良好な統治

日・EU双方の経済成長を促すための意欲的かつ包括的な日・EU経済連携協定(EPA)。

（グッド・ガバナンス）、多国間主義、開放市場経済などの価値観と原則の共有に基づき、40以上ある共通の

世界GDPの約3割を占める世界最大級の自由で先進的な経済圏の誕生により、成長と

関心分野における政治的、分野別協力や共同行動を促進することにより、日・ＥＵの全般的なパートナー

貿易自由化の促進に加え、環境保護、社会、労働基準等の高いレベルのルール構築への

シップを強化するための枠組みです。

貢献が期待されます。

SPAの実施を支援するために、2019年にEUは「日・EU戦略的パートナーシップ協定（SPA）実施支援ファシリ

持続可能な連結性及び質の
高いインフラに関する日EUパートナーシップ

ティー」を立ち上げました。会議、
ワークショップ、技術的セミナー、相互交流・訪問、調査研究その他のイニシア
ティブ通じて、日・EU関係を強化し、日・EUの対話を充実させることにより、日・EU関係の質的および量的な

進展を目指しています。
これらの活動を通じて、同ファシリティーは、日本とEUおよび加盟国の当事者や関係者を

2019年9月に初めて開催された「欧州コネクテビティフォーラム」で署名され、二国間

結びつけ、
実践的な協力を行い、
共同プロジェクトを実施し、
相互理解を促進するための枠組みを提供しています。

および多国間の連結性、経済、財政、金融、社会、持続可能性といった、あらゆる側面で
協力するという日本とEUの意向を示しています。
これには、西バルカン、東ヨーロッ

ハイツェ・ジーメルス

パ、中央アジア、
インド太平洋、
およびアフリカの地域における、
デジタル、運輸・交通、

エネルギー、人的交流が含まれます。

駐日欧州連合臨時代理大使
定期対話

これら2つの協定と並行して、
EUと日本はさまざまな定期的な政策対話を続けています。
主な定期対話は右の通りです。

• ICT政策対話

• サイバー対話

日・E U 間の団結を支えるために

1991
ハーグ宣 言

長い協 力の歴 史

EUが駐日代表部を開設して40年を越えます。
1974年に当時の欧州共同体
(EC)が東京に最初の代表部を開設、
その後2009年12月発効のリスボン条約

（改正基本条約）によって、
駐日欧州連合代表部へと進化しました。

近年の日・EUの関係と協力範囲は1970年代から80年代にかけて主だった

通商関係を超えた幅広いものになっています。ハーグ宣言が出された

1974
最初の代表部

を開 設

2009

ハイレベル対話

• 産業政策対話

• エネルギー政策対話

• 日・EU鉄道産業間対話

• 漁業・海洋政策に関するハ

• 日・EU関税協力

• 食品安全対話

• マクロ経済対話

• 日・E U 合 同 金 融 規 制
フォーラム

• 運輸政策対話
• 競争政策対話

それによって国際的な規範を確立することに貢献しています。

（改正基本条約）

2019

• 気候変動に関する2者間

イレベル対話

このようなさまざまな政策分野における日・EU間の実践的な協力は、各分野の潜在的な問題を洗い出し、それを解決し、

リスボン条約

1991年以降は、毎年日・ＥＵ定期首脳会議が開催されています。

• 宇宙政策対話

• 環境に関するハイレベル対話

日・E U 戦略的パートナーシ

ップ協定( S PA) と日・EU経
済連携協定（E PA）を発効
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日・E U 戦 略的パートナーシップ協定
主な目的

EPAおよびSPAの経緯

第1条に記載されている本SPAの目的は、以下の通りです。
1.

2.

3.
4.

主な特徴

共通の関心事項に関する政治的な協力及び分野別の協力並びに共同

行動を促進することにより、両締約者間の全般的なパートナーシップを

2011年
•

共通の価値及び原則（特に、民主主義、法の支配、人権及び基本的自由）の
促進に共同で貢献すること。

SPAの特徴は以
下の通りです。

準備開始

地域的な場における協力を促進するための長期的な法的基礎を提供する

促進することにより、国際の平和及び安定に共同で貢献すること。

のさまざまな問題について、より緊密な政治的・経済的協力が行われることを目的としています。

法的拘束力を持つこと。

（SPA）の締結に向けて

両締約者間の協力並びに国際機関及び地域機関並びに国際的な場及び

正義の原則及び国際法の原則に従って紛争を平和的に解決することを

拘 束 力のある戦 略 的

パートナーシップ協定

強化すること。

こと。

経済連携協定（EPA）と

日・EU戦略的パートナーシップ協定（SPA）は、日本とEU双方にとって初の枠組み協定です。
この協定は、両者間、地域、多国間

なること。

グローバルな基準と価値を

推進するものであること。

SPAは、40以上の共通の関心分野における政治的・分野別の協力や共同行動を促進する

ことで、パートナーシップ全体を強化します。

2013年3月
•

双方の協力の法的根拠と

したがって、
この協定は日本とEUが世界の安定、平和、繁栄、そして開かれた国際システム

両協定の交渉を開始

を共に推し進める上での礎となるでしょう。
この協定は、今後のEUとその加盟国および日本

の関係に広範な影響を与えることが期待されています。

2017年7月
•

EPAについて妥結

2018年4月

価値の共有と促進

•

SPAについて、13回の
交渉会合を経て合意

2018年7月
•

東 京で開 催された

第25回日・EU定期首
脳協議において脳会合

国際フォーラムにおける
コラボレーション

SPAとEPAに署名
2018年11月

•

欧州議会の外務委員
会がSPAを承認

2018年12月

規範と基準の設定
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•

欧州議会の本会議で
SPAに同意

分野横断的な優先事項
安全保障と防衛

デジタル化

達成に向けた責任を共有しています。
そして、危機的状況、

可能にする世界最大の安全なデータ移転領域を共同

日本とEUは、世界の平和と安定、繁栄、
そして安全保障の

軍縮、
テロ、組織犯罪、個人データとサイバー問題、海事と

司法協力に関連する主要な世界的課題に取り組むために、
緊密に協力しています。

グリーンリカバリーと気候変動

E U にとって 日 本 は 、パリ協 定 を実 行するとともに、

日本とEUは、信頼性のある自由な個人データの流通を
構築し、自由でオープンかつ安全なインターネットを支援

するために協力し、
プラットフォームの法的枠組みについて

協力し、人工知能に関する共同委員会を設置するなど、
様々な戦略的活動を行っています。

グラスゴーで開催されたCOP26においても国際的な

人口問題

日本とEUは、G7、G20、そして循環型経済と資源効率に

問 題を含 め、都 市 化、雇 用、移 住、健 康 などの分 野に

気候変動への意欲を高める上で、
重要なパートナーでした。

日本とEUは協力して、人口動態やパンデミックから生じる

関する国際同盟に参加し、2021年に中国・昆明で開催

おける共通の課題に取り組んでいます。同時に、文化、

2020年以降の生物多様性の枠組みの保全において、

交流や制度的交流を促進・強化するために協力しています。

された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)では、

意欲的に協力しました。
日・EUグリーンアライアンスでは、

観光、高等教育、青年、スポーツの分野での人と人との

気候変動への取り組み、持続可能で安全なエネルギー

供給の実現、エネルギー転換の実現、環境悪化への取り
組み、緑の復興と雇用の促進のため、意欲的に取り組んで

います。
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日・E U 戦 略的パートナーシップ協定（SPA）

協力分野

1

2

民主主義、法の支配、
人権および基本的自由

9

3
平和及び
安全の推進

17
税関

租税

26
エネルギー

33
資金洗浄
（マネーロンダリング）
とテロ資金調達の撲滅
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20

違法薬物対策

海事

36
サイバー問題

気候変動

保健

都市政策

32
司法協力

39
個人情報の保護

産業協力

24

31

38
移民

宇宙

環境問題

雇用と社会問題

化学剤、生物剤、
放射性物質、核についての
リスクの軽減

16

23

30

37
旅客予約記録

15

22

29

テロ対策

運輸
（航空、海事、鉄道）

消費者政策

情報社会

漁業

35

34

21

28

27

重大な犯罪の
捜査及び訴追の推進

14
科学、技術、
イノベーション

経済・財政政策

観光

農業

13

12

19

小型武器を含む
通常兵器の譲渡規制

8

7

6

5
大量破壊兵器の
不拡散

災害管理とび
人道的活動

開発政策

18

25

危機管理

11

10
国際間及び地域間
協力と国連改革

4

青少年教育とスポーツ

汚職・組織犯罪の撲滅

40
文化
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日・EU戦略的パートナーシップ協定（SPA）実施支援ファシリティ
概要

EUは、日・EUが相互に関心を持つ特定の政策分野における協力強化を含め、SPAの効果的な実施に資するた
めに、2019年に本支援ファシリティー（SPAプロジェクト）を設立しました。

このプロジェクトは、日・EUの協力当事者や害関係者並びに一般市民の日・EU SPAへの認知度、理解、透明性を

高め、日・EUの政策対話の支援と、幅広い関係者の参加を促し、日・EUの共同イニシアチブを実施することを
含め、互いに関心のある分野での法規制や政策アプローチを調整することを目的としています。

同ファシリティーが支援する具

体的な活動は、右の通りです。

• 会議

• 調査研究

• 技術的セミナー、

• 日・EU関係を強化し、対話を

• ワークショップ

相互交流・訪問

• 法律研究

仕組み

EUでは、定期的に開催されるハイレベル対話や日・EU両者間
協議の中で、推進すべき取り組みを確認します。EUと日本の優
先事項と相互利益に応じるこの取り組みには、EU事務局と日
本の担当者の双方が積極的に関与しています。

参加方法

SPAは、幅広い協力当事者、関係者関係者の参加を目指しています。日本およびEU関連の公的機関、民間企業、
市民社会団体、学識経験者が活動に参加し、日本とEUの優先事項や共通の関心事に沿って、潜在的な新しい取り
組みを提案することができます。

深めるための革新的な活動

これまでの主な活動実績

日本とEUは、双 方の関 係の強 化し、イノベ ーションを促進し、将来の政策に反映させることを目的として、協力当事者、
関係者、専門家を集め、さまざまな分野でいくつかのプロジェクトを実施してきました。具体的な内容は以下の通りです：

• 海洋安全保障と防衛能力に関する専門家ワーク

この支援ファシリティーは、以下のような幅広い分野の日・EU協力の機会に資金提供します。
連結性への協力

アフリカにおける開発協力

明確な価値と利益に基づいています。
すなわち、連結性は

特定し、
貿易、
投資、
市場統合、
民間部門の競争力の促進を

連結性と持続可能なインフラに対するEUのアプローチは、
持続可能かつ包括的、そしてルールに基づくものでなけ

ショップ（２０２０ 年東京で開催）

ればなりません。

• グリーンリカバリー、デジタル化、国際貿易、公
衆衛生システム、研究・イノベーション、気候変

グリーンリカバリーと気候変動

ロナウイルスに関するウェビナーシリーズ（２０２０

でいます。
両者は、今後数十年の間に、気候中立化と資源

動、エネルギーなどの協力分野に関する新型コ

日本とEUは、2050年までの気候中立化目標に取り組ん

年オンラインで開催）

• アフリカにおける開発協力に関する共同研究
（2021年に完了）

2020年1月に東京で開催された、
海上の安全保障と防衛能力に関する日・EU専門家ワークショップ

• 中央アジア、東方パートナーシップ国、西バルカ
ンにおける交通・インフラ、エネルギー、
デジタ
年に完了）
に完了）

• 情報・通信技術戦略ワークショップ（2021年4月に
オンラインで開催）

新型コロナウイルスに関するウェビナーシリーズの基調セミナー
「緑の復興」
でスピーチする小泉進次郎環境大臣

重要であり、
そのためには社会全体でコミュニティを構築し、

平等と女性のエンパワーメント

始動したEUの「ホライズン・ヨーロッパ」と日本の「第6期

目的として、双方の社会のみならず国際的にも、男女共

知識や対策を共有することに合意しました。

日本とEUは、完全な男女平等な機会を確保することを
同参画を推進するために協力しています。

れました。

安全保障と防衛

文化遺産と創造性

海洋安全保障と平和維持の分野で共に能力開発に取り

遺産保護に協力しています。

日本とEUは、地政学的状況の変化に対応できるよう、
組んでいます。
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孤独や社会的孤立に対処するためには、
人とのつながりが

デジタル化

グリーンアライアンスを立ち上げることに合意しています。

アプローチと優先事項について意見の合致がかなり見ら
（当時）
と欧州委員会環境・海洋・漁業担当委員のヴィルギニユス・シンケヴィチュウス氏

社会人口学的課題

つながりを深めることが必要であることについて、双方で

科学技術・イノベーション基本計画」の間で、それぞれの

• 人口変動と地域政策に関する共同研究（2021年

通じて地域の連結性を高めます。

効率の高い循環型経済への移行を加速させるために、

科学技術とイノベーションの政策レベルでは、2021年に

ル、人的連結性への協力に関する共同研究（2021

アフリカ大陸におけるインフラ、経済、協力プロジェクトを

欧州の創造性と文化的多様性に対する認識を高め、文化
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お役立ち情報
日・EU戦略的パートナーシップ協定（SPA）
（法的文書、英語）
：eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT
日・EU戦略的パートナーシップ協定（SPA）
（法的文書、日本語／英語）
：www.mofa.go.jp/mofaj/erp/ep
駐日欧州連合代表部：eeas.europa.eu/delegations/japan

欧州連合日本政府代表部：www.eu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

欧州議会調査局（European Parliamentary Research Service）
：日本：epthinktank.eu/tag/japan

日・EU政治関係 - 欧州対外行動庁（European External Action Service）
：eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage_ja

外務省: 日・EU関係：www.mofa.go.jp/region/europe/eu/index.html

駐日欧州連合代表部

〒106-0047 東京都港区南麻布4-6-28 ヨーロッパハウス
Tel. 81(0)3-5422-6001 | Fax. 81(0)3-5420-5544 | delegation-japan@eeas.europa.eu

