
The Sunnylands Principles on Enhancing Democratic Partnership in the Indo-Pacific Region

1. Recognize that democracy is diverse. 
This vision for democratic partnership in the region seeks to ensure that independent states—large and small—have equal rights and capacity to protect their sovereign 
interests as their population sees fit. It does not lay out a monolithic view of democracy, relying instead on local ownership and vision. It seeks to support the broad princi-
ples that people should have a say in how they are governed and enjoy basic liberties. It envisions that government should be accountable to its people through free and fair 
elections and appropriate transparency and oversight, deliver public goods impartially, be transparent in its actions, be inclusive of all citizens, and protect and advance basic 
values of human dignity. Responsive governance depends on the participation and ownership of a diverse set of stakeholders. Business, labor, academic institutions, civil 
society, women, journalists, political parties, politicians, and religious organizations all have a stake in effective, accountable, responsive, and inclusive governance. Advanc-
ing democracy in the region will require all these stakeholders to play their part.

2. Actively support democracy at home and in the neighborhood. 
Each democracy in the Indo-Pacific is already supporting democratic development and culture at home and in their region in unique and significant ways. States should 
coordinate to ensure a comprehensive approach that includes the diverse actors and mechanisms needed to advance responsive and accountable governance. Democracies 
should support cross-border learning among different peoples and groups in the region. This includes civil society and journalists engaging with each other across borders 
as well as governments convening regularly to learn from each other’s experiences supporting democratic development. There is an opportunity to build on and coordinate 
existing efforts and explore new tools to support accountable government and an engaged citizenry.

3. Adopt a holistic approach. 
Support for democratization should be integrated into all aspects of interstate relations, including diplomacy, defense, economic policy, development cooperation, and trade 
ties. This means ensuring that these forms of engagement and assistance are designed to foster accountability and citizen engagement in governance and diminish corrup-
tion. Such engagement should focus on building capacity, driven by local conditions and requirements and responsive to local sentiment. 

4. Engage multilateral bodies. 
Democratic states should develop a common, coordinated agenda to advance these principles as a priority in the various regional groupings in the Indo-Pacific, including 
the Asia-Pacific Economic Cooperation forum (APEC), the East Asia Summit (EAS), and ASEAN, recognizing that the region’s multilateral architecture is eclectic and not 
monolithic. Governments in the region must fulfill existing commitments under institutional frameworks such as the United Nations and ASEAN to advance democratic 
governance and explore new ways to contribute to the purposeful advancement of democratic norms. Democratic states should also explore the possibility of establishing 
new mechanisms for cooperation among democracies in the Indo-Pacific.

5. Promote equitable and inclusive growth. 
Democracies in the region should commit more funding to programming that supports democratic dividends to societies and economies. More equitable and inclusive 
growth, combined with accountable, responsive government, will demonstrate the dividends of democracy. Economic and development cooperation, including infrastruc-
ture development and trade agreements, should prioritize these goals.

6. Use inclusive approaches and involve women. 
Studies demonstrate that inclusive and accountable conflict resolution initiatives, particularly involving women, prove far more enduring. Regional governments should 
ensure that interstate and subnational peacebuilding is built upon this principle. People-oriented and gender- responsive development programs aimed at poverty allevia-
tion, combined with women’s empowerment and political participation, enable long-term stability and economic growth, particularly when they are inclusive of diverse and 
marginalized groups and women.

7. Engage youth. 
The Indo-Pacific has some of the oldest and youngest societies in the world, but polling shows that youth across the region remain strong supporters of democratic norms. 
Assistance in the region should specifically invest in and empower young people to participate in political and civic life and demonstrate that democracy values all voices, 
improves lives, and prepares people for the future.

8. Work with the private sector. 
The private sector has a critical role to play in supporting a democratic culture by respecting rights as outlined in the UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights, avoiding corruption, embodying transparency in its everyday operations, and ensuring public participation and input in public-private partnerships. The business 
community benefits from a level playing field, rule of law, and predictability, which require respect for rights and accountability.

9. Prioritize technology governance. 
The future of open, free, and accountable societies will depend on effective responses to emerging technology. Governance should enhance technology’s capacity to support 
free expression and pluralism. Development cooperation and economic policy should focus on diminishing the digital divide. At the same time, urgent support for digital 
literacy across the region will be vital to develop an informed citizenry that is resilient to misinformation and disinformation, enhancing independent, democratic, plural-
istic, and peaceful societies. Shared principles to limit the potentially oppressive capabilities of new surveillance technology will also help maintain and secure free peoples 
and free societies.

10. Support an independent media. 
An independent media is a prerequisite for transparent and accountable governance and helps uncover corruption and foreign interference.

The basis for all these diverse and inclusive efforts should always remain the promotion of human dignity. We are optimistic about the future of democracy in the In-
do-Pacific region, but old challenges remain and new ones have arisen. Diverse approaches to advancing democracy must be more consciously aligned to build momen-
tum that achieves the region’s vision for open, free, transparent, accountable, inclusive, and prosperous societies.
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インド太平洋地域における民主的パートナーシップ強化に関するサニーランズ原則

1.	 民主主義は多様であることを認識する。
インド太平洋地域における民主的パートナーシップのビジョンは、すべての独立国が、規模の大小にかかわらず、自国民が適切と認める主権と
利益を保障するための権利と能力を平等に確保できるようにすることである。民主主義は画一的なものではなく、各国のオーナーシップとビジョ
ンに基づく多様性を持つ。民主的パートナーシップは、人々が、自らがどのように統治され、基本的な自由を如何に享受するかを選択し主張する
権利を有する民主主義の原則を支持する。各国政府は、自由・公正な選挙と、透明性・適切な管理を通じて、国民に説明責任を果たし、公共財の
公平な分配、透明性ある行動、すべての国民を包含する政策を通じて、人間の尊厳という基本的価値を守り促進すべきである。適切で対応力のあ
る統治は、多様なステークホルダーの参加とオーナーシップによって成り立つ。企業、労働者、学術機関、市民社会、女性、ジャーナリスト、政党、
政治家、宗教団体のすべてが、説明責任と効果的で対応力のある包摂的な統治を実現するためにそれぞれの役割を持っている。この地域における
民主主義の推進には、これらすべてのステークホルダーがそれぞれの役割を果たす必要がある。

2.	 自国や近隣諸国の民主主義を積極的に支援する。	
インド太平洋地域の各民主主義国家は、すでにユニークかつ意義深い方法で、国内および地域内における民主主義の発展と文化を支援している。
各国は、対応力と説明責任能力のある統治を推進するため、多様なアクターとメカニズムを含む包括的なアプローチが確保されるよう連携すべき
である。また、民主主義国家は、地域内の異なる人々やグループ間の国境を越えた学び合いを支援すべきである。これには、市民社会やジャーナ
リスト同士が国境を越えて関わり合うことや、各国政府が定期的に集まって、互いの民主主義の発展を支援する経験から学び合うことを含まれる。
こうした機会を通じ、既存の取り組みを基盤としながら、政府による説明責任、市民社会の積極的関与を促進するための新しい方途を模索するこ
とが可能となる。

3.	 包括的なアプローチを採用する。
民主化支援は、外交、防衛、経済政策、開発協力、貿易を含む国家間関係のすべての側面に反映されるべきである。こうした関与や支援においては、
市民による統治への取り組みや政府の説明責任が促進され、汚職が減少するような仕組みを確保しなければならない。また、これらは、相手国の
キャパシティ・ビルディングに焦点をあて、現地の状況や要件に応じ、現地感情に配慮したものでなくてはならない。

4.	 多国間組織と連携する。
民主主義国家は、この地域の多国間構造が画一的ではなく多面的であることを認識したうえで、APEC、東アジアサミット、ASEAN を含むイン
ド太平洋地域の様々な多国間組織の中で、この原則を優先的に推進するための共通アジェンダを策定すべきである。各国政府は、民主的統治を推
進するために、国連や ASEAN の制度的枠組みの下での既存のコミットメントを遂行するとともに、民主的規範の確固たる推進を後押しするため
の新たな方法を模索しなければならない。さらに、インド太平洋地域内の民主主義国家間の協力に向けた新たなメカニズムを構築する可能性を模
索すべきである。

5.	 公正で包摂的な成長を促進する。
地域内の民主主義国家は、社会と経済面で民主的な配当の達成を支援するプログラムへの予算を増加すべきである。より公正で包摂的な成長と、
説明責任を果たし迅速な対応ができる政府とが両輪となって、民主的な配当が実現する。経済開発協力は、インフラ開発や貿易協定を含め、これ
らの目標を最優先としなくてはならない。

6.	 包摂的なアプローチによって女性の参画を強化する。
女性が参画する包摂的で説明責任を果たした紛争解決の取り組みは、他に比べてはるかに永続的であるといわれる。各国政府は、国家間・地方
レベルで、この原則に基づいて平和を構築すべきである。ジェンダーに配慮した人間中心の貧困削減を目指す開発計画と、女性のエンパワーメン
トや政治参加を組み合わせることにより、長期的な安定と経済成長が実現する。これは、多様な疎外されたグループと女性を包摂する場合に、特
に顕著といえる。

7.	 若者の関与を増やす。	
インド太平洋には世界で最も高齢層からなる社会と最も若年層の社会とが併存するが、世論調査によると、この地域全体を通じ、若者は民主主
義的な規範を強く支持している。この地域への支援にあたっては、若者が政治にも市民生活にもより多く参加できるよう焦点を当て、エンパワー
メントを促し、民主主義において、すべての人の声が尊重され、生活が改善され、人々が未来に備えられるような支援が重要である。

8.	 民間セクターと連携する。
民間セクターは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に含まれている人権の尊重、汚職の撲滅、業務における透明性の確保、官民パートナー
シップを通じた市民参加と市民からのインプットの増加など、民主的な文化を支える上で重要な役割を担う。ビジネス界にとっても、人権と説明
責任の尊重を必須とする公正な競争、法の支配、予測可能性は利益となる。

9.	 テクノロジー・ガバナンスを優先する。
開かれた、自由で説明責任のある社会の未来は、いかに効果的に新技術に対応できるかにかかっている。表現の自由と多元主義を支えるような
技術の能力が促進されるべきであり、開発協力・経済政策では、デジタル・デバイドの解消に焦点を当てるべきである。地域全体におけるデジタ
ル・リテラシーへの支援は喫緊の重要課題であり、誤報や偽情報に対応力のある見識の広い市民層を育成し、独立した民主的・多元的・平和的な
社会を促進するために必要不可欠である。この原則を共有し、抑圧的に使われ得る新監視技術を制限することは、自由な国民と自由な社会を維持・
保障することに寄与する。

10.	 独立したメディアを支援する。	
独立したメディアは、透明性と説明責任のある政府の統治を確保する上での必須要件であり、汚職や外国からの干渉の暴露にも貢献する。

以上のすべての多様で包括的な取り組みの礎として常にあるのは、人間の尊厳の推進である。我々は、インド太平洋地域における民主主義の未来に対して楽観的であるが、
一方で、かねてからの課題は依然として残っており、新たな課題も生じている。民主主義を推進するための多様なアプローチをより一層意識的に連携させることによって、
開かれた、自由で、透明性と説明責任のある、包摂的で豊かな社会を目指すというこの地域のビジョンを達成する機運を高めなくてはならない。
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