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（仮訳） 

日米共同ビジョン声明 

２０１５年４月２８日 

 今日，日本と米国は，７０年間にわたりグローバルな平和，安全及び繁栄

に永続的に貢献してきたパートナーシップを誇っている。第二次世界大戦終

戦から７０年を迎える本年，我々二国間の関係は，かつての敵対国が不動の

同盟国となり，アジア及び世界において共通の利益及び普遍的な価値を促進

するために協働しているという意味において，和解の力を示す模範となって

いる。日米両国は，グローバルな問題及び我々の生き方の基礎となるルール，

規範及び制度へのコミットメントに則り，ルールに基づく強固な国際秩序を

構築することに共に寄与してきた。 

 この強固な同盟とグローバルなパートナーシップへの変革は必然ではな

かった。数世代にわたるあらゆる立場の人々が，過去の経験は教えとすべき

であるが，将来への可能性に制約を課すべきではないとの信念の下，我々両

国間の関係を時間をかけて構築した。この努力が，日米両国を，今日におけ

る位置，すなわち，互恵的な経済的パートナーシップを通じ地域の繁栄を促

進し，アジア太平洋地域の平和と安全の礎であるとともに，グローバルな協

力の基盤たる揺らぐことのない同盟によって支えられた，世界の二つの主要

経済大国へと導いた。我々両国がたどった道のりは，全ての関係者が達成の

ために献身的に尽力すれば和解が可能であることを示している。 

 過去７０年間にわたり，日米関係は，国際システムの課題や大きな変化に

順応する形で，成功裡に発展してきた。日米両国は，共に，冷戦に打ち勝つ

とともに，その余波に対応するのに寄与し，２００１年９月１１日の同時多

発テロ以降のテロとの闘いにおいて協働し，世界金融危機後の国際金融構造

の強化のために協力し，２０１１年３月１１日の悲劇的な東日本大震災及び

津波のような自然災害に対処し，北朝鮮の核及びミサイルの脅威並びに人権

侵害及び拉致に立ち向かい，イランの核計画についての懸念に対処するため

に協働し，国境を越える複雑な課題に対処するために協力してきた。 

 本日の安倍総理とオバマ大統領との間の会談は，日米のパートナーシップ

の変革における歴史的な前進を画するものである。我々は，日本の国際協調

主義に基づく「積極的平和主義」の政策及び米国のアジア太平洋リバランス

戦略を通じ，地域及び世界の平和で繁栄した将来を確かなものにするために

緊密に連携している。我々は，２１世紀における両国の安全及び繁栄は相互
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に絡み合い，切り離すことができず，国境のみによって定義されないもので

あることを認識する。日米両国の相互及び国際秩序に対する現在及び将来の

コミットメントは，そのような現実を反映している。 

 

日米両国は，地域の繁栄を追求する上で，透明性が高く，ルールに基づき，

漸進的なアプローチにコミットしている。この地域における日米両国のリー

ダーシップは，環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）を通じた貿易及び投資，

開発協力並びにインターネット・ガバナンスを含む。日米両国は，ダイナミ

ックかつ急成長するアジア太平洋地域及び世界中において，貿易及び投資の

ルールを定めるための取組を主導している。日米両国は，ＴＰＰの二大経済

大国として，これまでに交渉された貿易協定の中で最も高い水準の協定をま

とめるために取り組んでいる。ＴＰＰは，より多くの雇用を後押しし，賃金

を引き上げ，地域の平和及び安定の促進を含む広範な長期的な戦略目標にお

ける日米の共同の取組を強化することによって，日米両国及びアジア太平洋

地域の全体にわたって経済成長及び繁栄を牽引する。日米両国は，二国間の

交渉において大きな進展があったことを歓迎するとともに，より広い協定の

迅速かつ成功裡の妥結を達成するために，共に取り組むとのコミットメント

を再確認する。 

 

 新たな日米防衛協力のための指針は，同盟を変革し，抑止力を強化し，日

米両国が新旧の安全保障上の課題に長期にわたり対応していくことを確実

なものとする。新たな指針は，同盟内の各々の役割及び任務を更新するとと

もに，日本が地域の及びグローバルな安全への貢献を拡大することを可能に

する。新たな指針は，この地域及びそれを越えた地域において，日米両国が

海洋安全保障を含む事項についてより緊密な形で取り組み，我々が希求する

ところを共有する他の国々と連携することを可能にする。日米両国がグロー

バルな射程を有するようになった同盟を強化する中で，米国は，日本におけ

る安定的で長期的な米軍のプレゼンスを基礎として，日米安全保障条約に基

づく自らのコミットメントの全てについて固い決意を持っており，揺らぐこ

とはない。 

 

 日米両国は，グローバルな課題に対処するパートナーシップを構築してい

る。我々のアジェンダは広範なものである。我々は，人類が直面する最大の

脅威の一つである気候変動及び環境悪化が引き起こす脅威に対処するため，

両国の経済を更に強化し，強固で，持続可能で，均衡のとれたグローバルな

成長を促進するため，確実で，手頃で，持続可能でかつ安全なエネルギーを

供給するよう取り組むため，貧困を撲滅し，持続可能な開発を達成するため，

人間の安全保障を促進するため，暴力的過激主義に対抗するため，核兵器の

ない世界の平和及び安全を達成するために核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）体制
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を強化するため，グローバルな貿易及び投資を促進するため，伝染病及び国

際保健に対する脅威と闘うため，宇宙科学研究を進展させるとともに宇宙に

おける抗たん性を促進するため，情報の自由な流通に基づくサイバー空間の

安全で安定した利用及び開かれたインターネットを確かなものとするため，

防災を促進し，自然災害及び人道的緊急事態に苦しむ人々を救済するため，

人権及び普遍的自由を促進するため，世界中の女児の教育の促進並びに女性

及び女児のエンパワーメントのため，そして，国連平和維持活動を強化する

ために協働する。米国は，日本を常任理事国に含む形で国連安全保障理事会

が改革されることを期待している。７０年前には，このパートナーシップは

想像できなかった。今日，このパートナーシップは，日米両国が共有する利

益，能力及び価値を適切に反映している。 

 

 日米両国は，グローバルな協力を拡大すべく努める上で，次の共有された

原則に従う。 

 主権及び領土一体性の尊重 

 紛争の平和的で強制によらない解決へのコミットメント 

 民主主義，人権及び法の支配への支持 

 開かれた市場，自由貿易，透明性のあるルール及び規制並びに高い労

働及び環境基準を通じた経済的繁栄の拡大 

 航行及び上空飛行の自由を含め，共有された領域における行動に関す

るグローバルに認められた，国際法に基づく規範の促進 

 強固な地域・国際機関の促進 

 志を同じくするパートナーとの三か国及び多国間協力への支持 

 

 今日，国際的な秩序は，暴力的過激主義からサイバー攻撃に及ぶ新たな課

題に直面している。力や強制により一方的に現状変更を試みることにより主

権及び領土一体性の尊重を損なう国家の行動は，国際的な秩序に対する挑戦

となっている。そのような脅威は，日米両国が構築してきた多くのものを危

険にさらす。日米両国は，他の同盟国及びパートナーと協調して，再び順応

しなければならず，また，実際にそうするだろう。同時に，日米両国の前に

は，科学技術，エネルギー，インフラ，芸術及び文化といった分野で，日米

両国の協力を新たな水準に高める胸躍るような機会も存在する。これら及び

他の分野におけるイノベーション及び起業の精神は，官民協力の支えも得て，

日米両国の経済成長及び繁栄の推進力であり続ける。これらの様々な分野で

の日米両国の取組による恩恵は，グローバルに行き渡るだろう。日米両国が

前進するに当たり，特に若い世代の間で，両国関係の重要な柱として人的交

流を積極的に推進する。日米両国は，７０年間にわたる両国のパートナーシ

ップの強さ及び強靱さが今後数十年間の成功を確かなものにするとの認識

の下，これらの課題及び機会に取り組んでいく。 



U.S.-Japan Joint Vision Statement 

April 28, 2015 
 

Today the United States and Japan honor a partnership that for seven decades has made enduring 
contributions to global peace, security, and prosperity.  In this year which marks 70 years since 
the end of World War II, the relationship between our two countries stands as a model of the 
power of reconciliation:  former adversaries who have become steadfast allies and who work 
together to advance common interests and universal values in Asia and globally.  Together we 
have helped to build a strong rules-based international order, based on a commitment to rules, 
norms and institutions that are the foundation of global affairs and our way of life.   

This transformation into a robust alliance and global partnership was not inevitable.  Generations 
of people from all walks of life built the relationship between our countries over time, working in 
the belief that the experiences of the past should inform but not constrain the possibilities for the 
future.  This endeavor has brought the United States and Japan to where we stand today:  two of 
the world’s leading economies, advancing regional prosperity through a mutually beneficial 
economic partnership, anchored by an unshakeable Alliance that is the cornerstone of peace and 
security in the Asia-Pacific region and a platform for global cooperation.  The journey our two 
countries have traveled demonstrates that reconciliation is possible when all sides are devoted to 
achieving it. 

Over the past 70 years, the U.S.-Japan relationship has successfully grown and adapted to 
challenges and significant changes in the international system.  Together we helped to win the 
Cold War and manage its aftermath; we have worked together to fight terrorism after the 
September 11, 2001 attacks; we cooperated to strengthen the international financial architecture 
following the global financial crisis; we responded to natural disasters such as the tragic Great 
East Japan Earthquake and tsunami of March 11, 2011; we have confronted North Korean 
nuclear and missile threats, as well as human rights abuses and abductions; we have worked 
together to address concerns about Iran’s nuclear program; and we have cooperated to address 
complex transnational challenges. 

Today’s meeting between President Obama and Prime Minister Abe marks a historic step 
forward in transforming the U.S.-Japan partnership.  Through the United States’ Asia-Pacific 
Rebalance strategy, and Japan’s policy of “Proactive Contribution to Peace” based on the 
principle of international cooperation, we are working closely together to ensure a peaceful and 
prosperous future for the region and the world.  We recognize that the security and prosperity of 
our two countries in the 21st century is intertwined, inseparable, and not defined solely by 
national borders.  Our current and future commitments to each other and to the international 
order reflect that reality. 

The United States and Japan are committed to a transparent, rules-based, and progressive 
approach in pursuing the prosperity of the region.  Our leadership in this area encompasses trade 
and investment through the Trans-Pacific Partnership (TPP), development cooperation, and 
internet governance. The United States and Japan are leading efforts to set the rules for trade and 
investment, both in the dynamic and fast-growing Asia-Pacific region and around the world.  As 



the two largest economies in TPP, we are working to finalize the most high-standard trade 
agreement ever negotiated.  TPP will drive economic growth and prosperity in both countries 
and throughout the Asia-Pacific region by supporting more jobs, raising wages, and reinforcing 
our work together on a range of long term strategic objectives, including the promotion of 
regional peace and stability. We welcome the significant progress that has been made in the 
bilateral negotiations and reaffirm our commitment to work together to achieve a swift and 
successful conclusion to the broader agreement. 
 
The new Guidelines for U.S-Japan Defense Cooperation will transform the Alliance, reinforce 
deterrence, and ensure that we can address security challenges, new and old, for the long term.  
The new Guidelines will update our respective roles and missions within the Alliance and enable 
Japan to expand its contributions to regional and global security.  The new Guidelines will 
enable us to work more closely on issues including maritime security, and to partner with other 
countries that share our aspirations, in the region and beyond.  As we strengthen an Alliance that 
has become global in reach, the United States stands resolute and unwavering in all of its 
commitments under the U.S.-Japan Security Treaty, based upon a stable, long-term U.S. military 
presence in Japan.   

The United States and Japan are building a partnership that addresses global challenges.  Our 
agenda is broad:  we will work together to address climate change and environmental 
degradation, one of the greatest threats facing humanity; to further strengthen our economies and 
to promote strong, sustainable and balanced global growth; to deliver secure, affordable, 
sustainable and safe energy; to eradicate poverty and achieve sustainable development; to 
promote human security; to counter violent extremism; to strengthen the NPT regime to achieve 
the peace and security of a world without nuclear weapons; to promote global trade and 
investment; to combat epidemics and threats to global health; to advance scientific inquiry and 
promote resilience in space; to ensure the safe and stable use of cyber space based on the free 
flow of information and an open internet; to promote disaster risk reduction and relieve those 
afflicted by natural disasters and humanitarian emergencies; to advance human rights and 
universal freedoms; to promote girls education and empower women and girls around the world; 
and to strengthen U.N. peacekeeping.  The United States looks forward to a reformed U.N. 
Security Council that includes Japan as a permanent member.  Seventy years ago this partnership 
was unimaginable.  Today it is a fitting reflection of our shared interests, capabilities and values. 

As we work to expand our global cooperation, we will be guided by shared principles: 

 Respect for sovereignty and territorial integrity; 
 Commitment to the peaceful resolution of disputes without coercion; 
 Support for democracy, human rights, and the rule of law; 
 Expansion of economic prosperity, through open markets, free trade, transparent rules 

and regulations, and high labor and environmental standards; 
 Promotion of globally recognized norms of behavior in shared domains, including the 

freedom of navigation and overflight, based upon international law;  
 Advancement of strong regional and global institutions; and 



 Support for trilateral and multilateral cooperation among like-minded partners.   

Today the international order faces fresh challenges, ranging from violent extremism to cyber 
attacks.  State actions that undermine respect for sovereignty and territorial integrity by 
attempting to unilaterally change the status quo by force or coercion pose challenges to the 
international order.  Such threats put at risk much that we have built.  We must and will adapt 
again, working in concert with other allies and partners.  But we also have before us exciting 
opportunities to raise our collaboration to a new level, in areas like science and technology, 
energy, infrastructure, and arts and culture.  The spirit of innovation and entrepreneurship in 
these and other areas, supported by public-private collaboration, will continue to be the driving 
force of economic growth and prosperity in our two countries.  The benefits of our work in these 
diverse fields will be global in reach.  As we move forward, we will actively promote people-to-
people exchange as a key pillar of our relationship, especially among younger generations.  We 
take up these challenges and opportunities, knowing that the strength and resilience of our 70-
year partnership will ensure our success in the decades ahead.   
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