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ドービル主要 8カ国(G8)首脳会議(サミット)のレヴュー     2011年 6月 

                                 山 本 利 久 

はじめに 

フランス北西部ドービルで、5月 26、27日の両日開催された主要 8カ国首脳会議(G8サミ

ット)は当事者達の思惑とはややズレ、各国・地域の抱える問題だけが独り歩きする場面が

多かったように思われる。このところの国際会議は関係国や地域間の利害対立・格差が大

きく、グローバルな協調体制の構築が困難になっている。 

1975年 11月フランスのランブイエで始まったサミットは、フランスのジスカル・デスタン

大統領、西ドイツのヘルムート・シュミット首相の発案によるもの。世界の首脳が一堂に

会し、個人的な信頼関係を樹立、お互いに忌憚のない話し合い、情報の交換等を行うこと

に重点が置かれた。従って首脳同士が個人的関係を樹立、信頼のおける仲間と認識し合う

ことが極めて重要であった。 

当時は冷戦のさなかで、参加したのはフランス、西ドイツ、イタリア、日本(三木武夫総理

大臣)、英国、米国の 6カ国。当時筆者はフランクフルトに駐在していたが、何か世の中が

新しく動き出す様な期待と緊張を感じたことを思い出す。 

その後の経緯を見ると日本は首相が余りにも頻繁に交代するため、国際舞台の主役の一人

であるべき地位を自ら放棄、絶好のプレゼンスのチャンスを失い、誠に遺憾ながらその存

在感を必要以上に脆弱化させている。 

そうした中、サミットはその存在、意義、役割等を変えながらより公式的なイヴェントに

拡充された。そして世界情勢の変化が激しくなる中、世界はサミットへの期待を高めた時

期もあったが、最近では新興国の躍進もあって、他の国際会議と同様期待を裏切る場面が

多くなってきたようだ。 

今回日本のメディアは相当な力の入れようで、会議の模様をかなり詳細に報道したが、海

外メディアは盛り上がりを欠いていたように見える。 

その中で、注目された事項は、直前に発生した東日本大震災と福島原発事故、それに「ア

ラブの春」に表象されるアフリカの民主化運動関連だった。 

首脳たちは G8サミットの前後にそれぞれ個別会談や諸外国への訪問も行っており、サミッ

トと合わせフォローする必要があろう。報道される限られた情報ではその実態は分からな

いところも多いが、恒例の国際的エヴェントの一つとして、世界の潮流を知る上で参考に

なると思い、レポートを作成した。尐しでも読者の参考になれば幸いである。 

Ｇ8首脳宣言などの骨子 

世界経済の下振れ懸念 

○中東・北アフリカなど世界中の民主的改革を支持。法の支配と市民の関与を発展 

○震災で影響を受けた全ての人に心からの同情。日本が立ち直り、より強くなると確信 

○知的財産権保護などインターネットの主要原則について首脳レベルで初めて合意 

○世界経済の下振れリスクを懸念。欧州債務問題などの克服へ健全な経済成長を促進 
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○原子力は最高水準の安全性を促進。日本の事故からあらゆる教訓を学ぶ 

○ドーハ・ラウンド交渉に深刻な懸念。妥結へ全ての選択肢を探求 

＜｢アラブの春｣で共同宣言＞ 

○民主化努力を続けるエジプトとチュニジアに約 200億ドル(他の支援含め総額約 400億ド

ル)の財政支援 

出所：日経(2011/5/28) 

G8首脳宣言の要旨 

【自由及び民主主義のための新たなコミットメント】 

▽序文 

 変化の時期に於いて自由と民主主義の価値、その普遍性に対する深淵なコミットメント

を再評価した。 

 中東、北アフリカ、サハラ以南のアフリカの開発を考慮し、世界中の民主的改革を支援

する。法の支配及び市民の関与を発展させると共に、人々の願望に応える経済・社会改

革を強化する。 

 日本を襲った地震・津波を受け、犠牲者への心からの同情と日本の政府および人々に対

する連帯を表明する。 

 インターネットは自由、民主主義および人権の促進に資する。新たなビジネスを助長し、

効率性、競争力および経済成長を促進する。 

 経済は共通の課題と機会に直面している。市民のために雇用創出を促進する。強固で持

続的かつ均衡のある成長を生み出すために努力を継続する。 

 グリーンな成長は地球温暖化との戦いに不可欠であり、雇用の有望な源泉。我々はグリ

ーンな成長を促進していく。 

 日本の原子力事故のあらゆる教訓を学ぶ。原子力の安全に関する条約の強化。原子力安

全の規範と基準の向上について検討する。 

 平和および国際安全保障を支える行動を継続する。リビア、シリアの人々への武力行使

を直ちに停止するよう求める。核拡散の課題をイランと北朝鮮で除去する。国際テロ、

薬物の不正取引との戦いを前進させる。 

▽日本との連帯 

 3月 11日、未曾有の規模の地震と津波が日本を襲った。1万 5000人以上の命を奪い、福

島第 1原子力発電所を含めた大規模な破壊と混乱を引き起こした。日本の総理大臣に犠

牲者へのお悔やみと、ご遺族とすべての人々への心からの同情を表明した。 

 日本の総理大臣は G8と国際社会の寛大な支援、友情への深甚なる感謝の念を表明。試練

を乗り越えるとともに世界に深く関与し、貢献し続ける決意を表明した。 

 日本は今回の災害が世界経済に与える不確実性を最小化すると説明した。原子力の非常

事態についてすべての情報を適宜提供すると約束し、輸出品の安全性を確保するとした。

我々は物品と渡航に関する措置が科学的根拠に基づくべきだと強調した。 
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 日本が危機から迅速に立ち直り、より強くなると確信する。最高水準の原子力安全性を

世界的に推進する必要を含め、すべての教訓をこの災難から得ることを決意する。 

▽インターネット 

インターネットは社会、経済の成長に不可欠。市民にとっては自由、民主主義、人権を

促進する有益な手段である。経済成長とイノベーションの推進力になっている。 

インターネットの開放性、透明性と自由はその発展と成功の鍵である。言論、表現の自

由はネット上でも、他の場所と同様に保障されなければならない。検閲やアクセス制限

は明らかに容認できない。 

▽世界経済 

 世界的な景気回復は力強さを得て、より自律的になってきている。しかしながら下方リ

スクは存続しており、国内的および世界的な不均衡は依然として懸念事項である。商品

価格の高騰およびその過度の変動は回復に対する大きな逆風となっている。 

 我々は構造改革を通じた行動を含め、財政の持続可能性の向上、回復の強化および雇用

の拡大、リスクの軽減、並びに強固で持続可能かつ均衡ある成長の確保のために必要と

される行動に焦点を当て続けることに合意した。 

 日本では、当局は震災後の復興のための資金を供給しつつ、国家財政の持続可能性の問

題に取り組んでいる。 

 我々はマクロ経済政策が雇用政策および社会政策と相まって失業を削減し、労働市場へ

の迅速な復帰を可能とすることを目指しつつ、健全な経済成長を促進することを確保し

ていく。 

 世界経済の回復を支える継続的な努力の一環として、G8は自由かつ開かれた市場に対す

るその長年のわたるコミットメントを再確認する。WTO(世界貿易機関)に加盟している G8

のメンバーは、ドーハ・ラウンド交渉における満足のいかない進展を深刻な懸念を持っ

て留意する。多角的体制を強化するために貿易自由化およびルール策定のプロセスを前

進させることへの我々のコミットメントを改めて表明するとともに、ドーハ・ラウンド

を妥結に導くための、すべての交渉の選択肢を探求する用意がある。 

▽原子力安全 

 このたびの日本での出来事は G8の議題における最優先事項として原子力安全に取り組む

ことが極めて重要であることを強調している。日本による関連情報の共有を称賛し、日

本による福島事故の説明を歓迎する。 

 我々は福島事故およびその影響から学ぶことの重要性を認識する。 

 我々は世界的な原子力安全の向上における国際原子力機関(IAEA)の重要な役割を認識し、

原子力施設の安全性強化を支援するための関連する IAEAの能力を活用することを奨励す

る。 

 国際的な安全体制の礎石である原子力の安全に関する条約に関し、我々は特に、安全上

目的、事故予防及び事故管理の適時かつ十全な措置に対する政府の責任、並びに効果的
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なピア・レビューのメカニズムについて、条約を強化し得る措置のレビューを行うため、

2012年 8月に開催される締約国臨時会合を歓迎する。 

 我々は安全にかかる慣行、危機管理および透明性に関する国際協力の強化を通じ、原子

力安全に関する条約の諸原則と整合した形で、最高水準の安全性を世界的に促進するこ

とにコミットする。 

▽平和および安全 

 リビア政府軍が市民への武力行使を即時停止し、民衆へのあらゆる扇動を停止するよう

求める。カダフィは去らねばならない。リビアの人々の意思を反映した政治的移行を支

持する。 

 シリアでの広範囲な暴力行使で発生した多くの平和的な抗議者の死や人権侵害に驚いて

いる。シリアの指導部に武力行使や脅迫を即時停止するよう求める。この要請に留意し

ない場合、更なる措置を検討する。 

 この地域全体の歴史的変革は、イスラエル・パレスチナ間の紛争を交渉によって解決す

ることの重要性を増大させると確信。当事者双方に対し枠組み合意に達することを目指

し、実質的な対話に戻るよう要請する。 

 イスラエル及びパレスチナ自治政府に対し、既存の合意を順守し、改革を阻害する恐れ

のある一方的措置を控えるよう求める。ガザの状況の緩和も求める。 

 イエメン全土にわたる平和的な抗議活動に対する暴力の行使を非難する。サレハ大統領

にイエメンの人々の正当な切望が聞き入れられることを確保するよう要請する。 

出所：日経(2011/5/28)から 

原子力安全と日本 

今回の福島原発事故を契機に、原発に対する不安・不信が一挙に高まり、世界の反・脱原

発の動きが加速した。原子力発電王国のフランス大統領サルコジは、事故後直ちに訪日、

日本に事故対策で最大級の支援を約束、実行した。今回のサミットでは初日に菅首相に日

本問題を取り上げる機会を設けた。 

国内に多難な課題を抱える菅首相は、サミットで遠大なエネルギー構想、原発事故の迅速

な収束策等をぶち上げ海外から信頼と期待を集めようとしたがこれもどうやら空振りに終

わってしまった。 

東電福島第 1原発事故収束への工程はおろか、未だその実態も正確には掌握されていない

状態。海外から見れば日本は一体これからどう対処しようとするのか不安と不信だけが蔓

延している。IAEAによる事故調査報告はこの段階ではまだ出ていないが、原子炉のメルト

ダウン、格納容器の爆発・放射線物質の拡散・汚染などの直接的原因究明には時間がかか

ろう。特に放射線汚染と人体・環境等に与える影響、並びにその対策と有効な予防措置等

についてはこれまでの基準、数値など更なる検証も必要であろう。 

核開発疑惑などに関して、IAEAはこれまで多くの体験、研究を積んできた。しかし今回の

様な商業運転の原発事故は経験不足。人体、環境等への影響に関するこれまでの研究、実
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証、体験更には今回の原発事故被災を通しての対応で、日本の方が進んでいる面も多かろ

う。 

従って今後日本は関連する情報・データを IAEAや有力な海外諸国・研究機関と共有し、原

子力安全のため率先して未知の世界を開拓・対処することが切望される。 

上記 G8首脳宣言は具体性に欠けるが上記の様な背景があることを理解しておきたい。 

IAEAは 6月 1日、東京電力福島第 1原子力発電所の調査報告書案(報告書は 20～24日にウ

イーンで開催される閣僚級会合に提出する)を日本政府に提出した。参考までにその骨子を

日経夕刊(2011/6/1)から以下に記す： 

＊津波の危険性を過小評価した 

＊原発の設計者や運営者はすべての自然災害のリスクに対して備えるべき。評価手法を最

新の基準に更新すべき 

＊原子力の規制当局は独立性と透明性が保たれるべき 

＊水素の発生や爆発の危険性を詳細に評価し、リスクを低減する取り組みが必要 

関連情報・データ 

 

出所：日経(2011/5/28) 

○菅首相の発言と各国の原発政策 

  

  出所：日経(2011/5/27)           出所：同左 
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ドイツの原発に関する方針 

○ドイツ政府は福島第 1原発事故後、国内原発 17基の内、旧式の７基など計８基の一時的

停止を発表。昨秋決めた、既存原発の稼働期間を延長する計画を急転換する方向だった。 

○メルケル首相の方針；4月 15日、野党を含む国内 16州の州首相とエネルギー政策の見直

しに関する会談を行い、福島第 1原発事故を受け、早期に脱原発への政策転換を図る方

針を説明。そのスケジュールは、6月上旪に閣議決定、同月中旪までに下院(連邦議会)

と上院(連邦参議院)で関連法の改正を目指す。同時に、風力など再生可能エネルギーへ

の転換を促進することを強調。 

○５月２９日、ドイツ連立与党の首脳は、首相府で協議し、国内にある 17基の原子力発電

所を順次停止し、遅くとも 2022年までに｢脱原発｣を実現する計画で合意した。 

 日経(2011/5/30)は、現地メディア報道として次のように伝えている；13時間に及んだ与

党協議でまとまった合意は、17基の内大半を 21年までに停止させる。但し自然エネルギ

ーなどへの転換が計画道理に進まない場合はうち 3基を｢激変緩和措置｣として 22年まで

稼働させる。脱原発による発電コストの上昇や供給不足を懸念する自由民主党(FDP)の主

張に配慮した。 

○各界の声；①有識者による政府の倫理委員会(学会、労働界、教会など)：必要な施策(太

陽光、風力などの自然エネルギー)を実施すれば 10年以内に原発依存を止められる②仏

経団連(MEDEF)のパリゾー会長は、｢独は仏から核の電力を買い続けていると言うことを

分かった上で脱原発を選択しているのか｣、と苦言を呈している③独産業連盟のカイテル

会長、｢後戻りできない脱原発に懸念を強めていると発言(日経 2011/5/31 からの要約)。 

○参考資料 

 

 出所：日経(2011/6/7)        出所：同左          出所：日経(2011/5/31) 

インターネットの重要性 

インターネットのサミットに於ける言及は初めて。今後の国際関係を展望する時、経済面

だけでなく、政治、社会、自由、人権、民主主義など市民社会に於けるその役割はますま

す重要性を増す。同時に情報・データなどの保護・安全性の課題とそれに対する不正アク
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セス、情報流出は技術の日進月歩と相まって熾烈なシーソーゲームの様相を呈している。

ソニーのインターネット配信サービスにハッカーが不正侵入、1億件以上の個人情報が流出

した事件は世界的に大きなショックを与えた。米国下院の関連小委員会ではソニーの関係

者を証人に招き公聴会を開いた。世界は今や官民を問わず常にこうしたハッカー攻撃に曝

されている。 

今後ともその防衛と安全のため莫大な時間とコストを掛けながら当事者は対処を迫られる。

この種リスク・マネージメントについて、我が国はその認識と防御態勢が、官民ともに甘

いのではなかろうか。 

世界経済 

○宣言の要旨はこれまでの国際会議でコミットされたものが主体であり、今回の宣言はそ

れを再確認したもの。G8の経済力が世界シェアーで大きく後退する中、具体的で主導的

な方針の決定には無理がある。ところが G20となると、関係各国・地域間に大きな経済

的、政治的、社会的格差があるため、包括的、具体的政策提言の合意が困難だ。その意

味で現在はリーダーを欠く集団間の綱引き状態とも言えよう。 

 ただこれまで順調な経済発展を成し遂げてきた新興国に不安材料も散見され、首脳間に

世界経済の下振れリスクを警戒する共通認識が出てきた。 

○ドーハ・ラウンド：報道によると、サミット直後の 5月 31日 WTOは全加盟国・地域が参

加する貿易交渉委員会を開き、2011年中の多角的通商交渉(ドーハ・ラウンド)の一括合

意を断念し、部分合意を目指すことを正式に決めた。WTOが年内の一括合意断念を決めた

のは、鉱工業品分野で米国と中国の対立が深刻化し、交渉が暗礁に乗り上げたためだ。

日本にとって、欧州との経済連携協定(EPA)や環太平洋経済連携協定(TPP)の重要性が一

段と高まりそうだ。米国は一時ドーハ・ラウンド全体を｢白紙撤回｣することさえ主張し

たが、各国はこれに反対。合意が比較的容易な一部の分野を先行するという妥協策がま

とまった(日経 2011/6/1)。 

○人民元：中国が参加していないこともあり、通貨問題、中でも人民元の過小評価問題は

取り上げられていない。日本が何も言わないので円高は特に国際経済にとって問題なし

との共通認識か？米財務省は 5月 27日、主要貿易相手国・地域の為替政策に関する半期

報告書を発表した。前回と同様、中国を含むすべての主要貿易相手国について為替操作

国の認定を見送った。ただ中国については｢人民元の実質実効為替レートは依然として著

しく過小評価されている｣と指摘し、今後も監視を続ける意向を示した(日経 2011/5/28

から引用)。 

 米国の姿勢は相変わらず、一方的なところがある。米ドルに対する基本姿勢と実効レー

ト乖離があり過ぎ。また実質実効為替レートを使うと円は数値的に更に円高となる恐れ

が生ずる。 

○ギリシャなど欧州周辺国の債務危機と通貨ユーロへの不安 

 首脳会議でこの問題が積極的に取り上げられたのか、そしてどこまで議論されたかは定
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かでない。しかしこの問題がグローバルな経済的影響をもたらすことは明らか。このた

め EUは自分たちの問題だとの認識の上で、関係国間の調整を図りながら鋭意協議を重ね

ている。今後の進展が注目される。 

＜｢アラブの春｣で共同宣言＞ 

この宣言の背景を理解するのに、後日(7月 2日)行われた俱進会のオープンセミナー(｢リビ

ヤ情勢を読み解く｣：東京国際大学国際交流研究所長塩尻和子教授)が大変参考になった。 

参考資料 

(1)                     (2)↓ 

 
出所：日経(2011/5/28)               出所：日経(2011/5/27) 

(3)             (4)↓           (5)↓ 

 

出所：日経(2011/5/29)       出所：同左             出所：日経(2011/5/25)      

(了) 


