
外 務 省

クック諸島

サモア独立国

フィジー共和国

マーシャル諸島共和国

ニウエ

パプアニューギニア独立国

ソロモン諸島

ツバル ミクロネシア連邦

キリバス共和国

ナウル共和国

パラオ共和国

トンガ王国

バヌアツ共和国



太平洋の島国と日本は
同じ海に生きる大切なパートナーです。

日本と太平洋島嶼国の歴史的関係

　約３万５千年前から人々が定住し始めていたといわれて
いる太平洋の島国は、大航海時代の16世紀に世界史に登場し
ました。1962年にサモア独立国が独立したのを始め、その
後次々に独立国家が誕生しました。
　日本と太平洋を共有している太平洋島嶼国には、社会的制
度や慣習などに様々な共通性が見られ、これは古くから人的
交流があったことによるものと思われます。明治期以降は、
労働移民として多くの日本人が島々に渡りました。とりわけ
日本の委任統治を経験したミクロネシア地域には、日本由来
の物や日本語が今も残り、日本人の血を引く日系人の数は２
割超ともいわれています。
　太平洋戦争時には、激戦地となった島々もありました。こ
れら地域で犠牲になった日本人兵は約25万人といわれてい
ますが、親日的な地元民の協力を得て、近年でも慰霊や遺骨
収容のため、多くの日本人が島を訪れています。

　パラオでは、オキャク（お客）、ダイジョウブ（大丈夫）、
カツドウ（活動）、シァシン（写真）、デンキ（電気）、カン
コウダン（観光団）、センキョ（選挙）などの日本語がその
ままパラオ語として使われています。また、乾杯時には「ツ
カレナオース」（疲れ治す）といった掛け声も聞かれるなど、
日本との関係の深さがわかります。

～現地語になった日本語～
言葉にみる日本と大洋州の関係

日本と太平洋島嶼国との交流

　太平洋島嶼国からは、首脳や閣僚が頻繁に来日しているほ
か、2014年７月には安倍総理大臣がパプアニューギニアを
訪問しました。キズナ・プロジェクトやJENESYS2.0等のプ
ログラムを通じ、青少年交流も盛んに行われており、日本と
太平洋島嶼国との交流は、今後、ますます深まることが期待
されます。

日本にとっての太平洋島嶼国の重要性

❶歴史的に親日的な国家群

　多数の日系人が存在し、大統領を始め、政財界のリーダー
を輩出しています。

❷国際社会における日本のパートナー

　国連を始め、国際社会での様々な取組や諸活動において、
日本の立場を支持しています。

❸資源（水産・鉱物・エネルギー等）の
　重要な供給地、海上輸送路

　中西部太平洋水域は、日本のマグロ・カツオ漁獲量の８割
を占める主要な漁場であるとともに、資源の重要な輸送路と
なっています。

日本の経済協力によるパラオ・メユンス小学校改修計画



1987年１月
倉成ドクトリン（５原則）発表
①独立性・自主性の尊重 ②地域協力への支援 ③政治的安定の確保
④経済的協力の拡大 ⑤人的交流の促進

1989年
第１回南太平洋フォーラム

（SPF/現PIFの前身）域外国対話に参加
以後、毎年閣僚級（副大臣等）が参加し、政策対話を促進

1997年10月 「第１回太平洋・島サミット（PALM１）」開催 （東京）

2000年４月 「第２回太平洋・島サミット（PALM２）」開催 （宮崎）
「太平洋フロンティア外交」の提唱と「宮崎イニシアティブ」の発表

2003年５月
「第３回太平洋・島サミット（PALM３）」開催 （沖縄）
地域開発戦略「沖縄イニシアティブ」重点5分野における
日・PIF共同行動計画を策定

2006年５月

「第４回太平洋・島サミット（PALM４）」開催 （沖縄）
「より強く繁栄した太平洋地域のための沖縄パートナーシップ」構築と
PIFの自助努力を謳った「パシフィックプラン」に対する
日本の支援策を発表

2009年５月

「第５回太平洋・島サミット（PALM５）」開催 （北海道）
①環境・気候変動問題 ②人間の安全保障の視点を踏まえた脆弱性の克服 
③人的交流の強化
について議論し、「北海道アイランダーズ宣言」を採択

2010年10月
「太平洋・島サミット中間閣僚会合」初開催 （東京）
第５回太平洋・島サミットのフォローアップと第６回サミットに向けた
議論を実施

2012年５月
「第６回太平洋・島サミット（PALM６）」開催 （沖縄）
「沖縄キズナ宣言」を採択
３年間で最大５億ドルの支援を表明

2013年10月
「太平洋・島サミット第２回中間閣僚会合」
第６回太平洋・島サミットのフォローアップと第７回サミットに向けた
議論を実施

2015年5月

「第７回太平洋・島サミット」開催（福島いわき）
「福島・いわき宣言－共に創る豊かな未来－」を採択
今後3年間で550億円以上の支援と4，000人の人づくり・交流支援を行
うことを表明

2015年10月に開催された「平成27年度太平洋諸国舞踊祭」の参加舞踊団と
いわき市の保育所児童（写真提供：福島県いわき市）
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　パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャルは、1920年から
1945年まで日本の委任統治領だった歴史的背景もあり、
日本の言葉や文化が現地の生活の中に残っています。ま

た、多くの日系人が、政治経済分
野のリーダーとして活躍してい
ます。

〜小さな島々〜

ミクロネシア Micronesia

太平洋の
島国

ストーンマネー：石の真ん中に穴
をあけ、貨幣として使用していま
した。最大で直径３ｍ以上、重さ
５トンほどもあるストーンマネー
が、家の軒先や道路の脇に並んで
います。

太平洋・島サミット
（PALM：Pacific Islands Leaders Meeting）

＜太平洋・島サミット（PALM）のあゆみ＞

　日本は、太平洋島嶼国が直面する様々な問題について首脳レベルで率直な意見交換
を行うことによって、緊密な協力関係を構築し、日本と太平洋島嶼国の絆を強化する
ために、1997 年から３年ごとに首脳会議を開催しています。
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太平洋諸島フォーラム（PIF）
　太平洋・島サミットに参加する島国は太平洋諸島フォーラム（PIF）に加
盟しています。PIFとは、1971年に、独立後間もない太平洋の島国・地域
とオーストラリア、ニュージーランドが参加して発足した地域協力の枠
組みです。事務局はフィジーの首都スバに置かれています。

　火山島が多く、熱帯雨林が広がっていることから、鉱物
資源や森林資源に恵まれています。1000近くの言語集
団から成る多種多様な文化が存在する一方で、共同体意

識があり、同じ部族出身者同士
の強い団結意識が共有されてい
ます。

　古くから航海術に優れた海洋民として知られており、
かつては100人の戦士を乗せることができる大型のカ
ヌーで航海をしたとの記録も残っています。国王や貴族

の間で培われてきた豊かな音楽
や芸能が現在も各地で継承され
ており、日本人にも馴染みのあ
るフラダンスはその代表です。

〜黒い島々〜

メラネシア
〜多くの島々〜

ポリネシアMelanesia Polynesia

ゴロカショウ：パプアニューギニ
アの独立記念日、９月16日前後に、
地域の部族が集まり伝統装束を着
飾り踊るお祭りです。

フラダンス：ポリネシアの音楽とダ
ンスが伝わってハワイの伝統的な
歌舞音曲として発展したものと考
えられている。

▼太平洋島嶼国概要

出典：世界銀行（2014年）

〈参考〉

＊1 はSPC Fisheries Address Book2015
＊2 はUN Data
＊3 はアジア開発銀行
＊4 は太平洋共同体事務局 
＊5 はニウエ統計局 

国　名 面積
（㎢）

排他的経済水域
（EEZ）（千㎢）＊1

人口（千人）
（2014年）

GNI/人 米ドル
（2014年）

メラネシア
パプアニューギニア独立国 462,000 2,403 7,464 2,240
ソロモン諸島 28,900 1,605 572.2 1,830
フィジー共和国 18,270 1,286 886.5 4,870
バヌアツ共和国 12,190 621 259 3,160
ミクロネシア
キリバス共和国 730 3,452 110 2,950
ミクロネシア連邦 700 3,005 104 11,110
パラオ共和国 488 607 21 3,200
マーシャル諸島共和国 180 2,000 53 4,390
ナウル共和国 21 310 10（2013年）＊2 15,737（2013年）＊2
ポリネシア
サモア独立国 2,830 132 192 4,060
トンガ王国 720 667 106 4,260
クック諸島 237 1,967 18.6＊3 16,002（GDP/人（米ドル）2013年）＊2
ツバル 26 755 10 5,720
ニウエ 259 318 1.5（2013年）＊4 15,093（GDP/人（NZドル）2012年）＊5

オーストラリア連邦 7,692,024 6,363 23,490 64,540
ニュージーランド 270,534 3,428 4,510 41,070



「福島いわきから太平洋への誓い 共に創る豊かな未来
We are Islanders ～ Commitment to the Pacific from Iwaki,Fukushima:

Building Prosperous Future Together～」
のキャッチフレーズの下、

日本は以下の重要分野を中心に，2015年以降３年間で550億円以上の支援を表明しています。

防災
＊強靱なインフラ整備
＊能力構築 等

気候変動

持続可能な開発

＊適応支援
＊緑の気候基金（ＧＣＦ）
　の活用支援 等

＊脆弱性の克服
＊教育・保健
＊グッドガバナンス 等

環境

海洋問題・漁業

＊生態系の保存
＊廃棄物管理
＊再生可能エネルギー 等

＊水産業の発展のための支援
＊海洋環境・安全保障 等

人的交流・人材育成

貿易・投資・観光

＊「JENESYS2.0」等を活
　用した若い世代の交流
＊スポーツ交流 等

＊ビジネス交流の促進
＊観光促進のための協力 等

日本の支援策（第７回太平洋・島サミット（2015年）で表明）

太平洋島嶼国との協力

❶国土が狭く分散
　人口が少ないため国内市場が小さく、
　国土が広い海洋に散在
❷国際市場から遠い
　主要国際市場から地理的に遠く、輸送コストが高い
❸自然災害や気候変動等の環境変化に弱い
　海面上昇の影響を受けやすく、　
　地震やサイクロンなどの自然災害が多発

太平洋の島国が直面している困難・課題
3 つ の 脆 弱 性

　太平洋島嶼国には比較的新しい独立国が多く、
経済的に自立した国家を築くことが急務となって
います。
　このため、日本は、太平洋島嶼国の良きパート
ナーとして、島嶼国に特有の共通の困難・課題や
各国の事情を踏まえ援助を実施しています。



開催地：福島県いわき市

2015年5月

22
（金）

23
（土）

〜

The Seventh Pacific Islands Leaders Meeting

第７回
太平洋・島サミット開催！

第７回太平洋・島サミット公式ロゴマーク

福島いわきから太平洋への誓い　共に創る豊かな未来
We are Islanders

〜 Commitment to the Pacific from Iwaki, Fukushima: Building Prosperous Future Together〜

スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム
「フラガール」が第7回太平洋・島サミットの

「広報親善大使」を務めました！（写真協力：常磐興産株式会社）

1997年に日本が太平洋島嶼国のリーダーを招待して催された太平洋・島サ
ミット。7回目のサミット開催年にあたる2015年、アイランダーたちによる
未来に向けた熱い会議が開かれました。

太平洋の島国が直面している困難・課題


