
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
総理大臣 2012年12月26日～　安倍晋三
外務大臣 2012年12月26日～　岸田文雄

2015年1月1日～12月31日（日付は現地時間）
日本関係 国際関係

1月
2日 オバマ米国大統領がソニーの米英子会社に対する

サイバー攻撃への報復措置として北朝鮮政府等関
係組織に金融制裁を科すことを認める大統領令に
署名

7日 パリの週刊誌シャルリー・エブド社、警察官、ユ
ダヤ食料品店が襲撃される連続テロ事件が発生し、
9日までに実行犯3人に加え17人が死亡

8日 中国・中南米カリブ海諸国共同体（CELAC）フォー
ラムを初めて開催（中国・北京、～9日）
死傷事故の大量報告漏れ問題でホンダが7,000万
ドル（約84億円）の民事制裁金の支払いで米道路
交通安全局（NHTSA）と合意

9日 スリランカ大統領選挙で野党統一候補のシリセー
ナ前保健相がラージャパクサ大統領を破り当選し、
ウィクラマシンハ首相を首班とする新内閣発足

14日 ナポリターノ・イタリア大統領が高齢を理由に辞任
15日 日本が原子力損害の補完的な補償に関する条約

（CSC）を締結（日本の締結により、同条約は4月
15日に発効）

スイス国立銀行（中央銀行）が2011年9月以降ス
イス・フラン高のために設定していた対ユーロ相
場でのスイス・フランの上限廃止を発表

16日 安倍総理大臣がエジプト、ヨルダン、イスラエル
及びパレスチナを訪問（～20日）
岸田外務大臣がインドを訪問（～18日）

17日 岸田外務大臣がフランス、ベルギー（EU、NATO
含む。）及び英国を訪問（～21日）

20日 ISILが邦人の殺害予告動画を配信
21日 米国とキューバが高官級協議を開催し、国交正常

化交渉を開始
25日 皇太子殿下が国王陛下崩御に伴う御弔問のためサ

ウジアラビアを御旅行
27日 ギリシャ総選挙の結果、チプラス急進左派連合党

首率いる新政権が発足
2月

1日 香港中心部で2017年に行われる次期行政長官選
挙の民主的な実施を求めて市民ら約1万3,000人
（主催者発表）がデモ行進

4日 台湾のトランスアジア航空国内便が離陸直後に墜
落、乗客・乗員58人のうち43人が死亡

5日 衆議院本会議がISILが邦人2人を殺害したとする
事件について「非道、卑劣極まりないテロ行為を強
く非難」と全会一致で決議（6日に参議院も決議）

国際社会及び日本の主な動き
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日本関係 国際関係
6日 イエメンの首都サヌアに進出し、民兵を展開させ

ていた反政府勢力ホーシー派が憲法の一部無効化
及び政権掌握を一方的に宣言

10日 政府開発援助（ODA）の新たな在り方を定めた開
発協力大綱を閣議決定

12日 ウクライナ、ドイツ、フランス、ロシアの4首脳が
ミンスクにおいてウクライナ和平に向けた協議を
行い、停戦等につき合意
親ロシア派武装組織が緩衝地帯を創設するなどの
合意文書に署名

16日 東ティモールでアラウジョ新内閣が発足
17日 シリアにおける邦人人質殺害事件を受け、計約

1,550万ドルの拠出を柱にした新たなテロ対策を
発表

17日 中国新
し ん

疆
きょう

ウイグル自治区で警察当局とウイグル族
との間で衝突事件が起こり、住民と警官ら17人が
死亡

3月
1日 ウルグアイでバスケス新政権が発足
2日 北朝鮮が弾道ミサイルを発射
3日 レソトで野党レソト民主会議が与党全バソト会議

に勝利
5日 中国の第12期全国人民代表大会（全人代）第3回

会議が開幕
パキスタン上院議員選挙の結果、与党PML-Nが勝利

9日 メルケル・ドイツ首相が訪日（～10日）
14日 第3回国連防災会議開催（～18日、仙台）
16日 国連創設70周年記念シンポジウム開催（東京）

18日 チュニジアの首都チュニスの博物館で武装集団が
銃を乱射し、22人が死亡、42人が負傷（うち、邦
人3人死亡、3人負傷）
イスラエル国会選挙の結果、ネタニヤフ首相の率
いる右派リクードが勝利し第1党に

21日 岸田外務大臣が約3年ぶりとなる日中韓外相会議
に出席（～22日、韓国）

23日 リー・クァンユー元シンガポール首相が死去
24日 フランス南部でドイツのジャーマン・ウィングスの

エアバスが墜落し邦人2人を含む乗客・乗員150
人全員が死亡

26日 イエメン政府の要請に基づき、サウジアラビアを
始めとするアラブ連合軍がイエメンでの空爆（「決
意の嵐」作戦）を開始

29日 安倍総理大臣がシンガポールを訪問
（リー・クァンユー元シンガポール首相国葬に参列）
（～30日）

31日 ボスニア・ヘルツェゴビナで民主行動党のズビズ
ディッチ氏を首相とする連立内閣が発足
第3回シリア人道支援会合（クウェート）

4月
1日 ナイジェリア大統領選挙の結果、野党の元軍政トッ

プのブハリ氏が現職のジョナサン氏を破り政権交代
2日 EU3+3（英仏独＋米中露）とイランが、イランの

核問題の包括的解決に向けた枠組みに合意
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日本関係 国際関係
8日 天皇皇后両陛下が戦後70年に当たり、太平洋戦争

の戦没者を慰霊し、平和を祈念するため、また、
国際親善のためパラオを御訪問（～9日）

11日 オバマ米国大統領とラウル・カストロ・キューバ
国家評議会議長が59年ぶりに首脳会談

13日 岸田外務大臣がG7外相会合に出席（～15日、
ドイツ・リューベック）

19日 フィンランド議会選挙で前回敗北した中道政党の
中央党が第1党に

22日 安倍総理大臣がアジア・アフリカ会議（バンドン会
議）60周年記念首脳会議に出席（インドネシア・
ジャカルタ）

25日 ネパール中部でマグニチュード7.8の地震発生し、
邦人1人を含め8,891人が死亡（2016年2月11日
時点）

26日 安倍総理大臣が米国を公式訪問（～5月3日）
岸田外務大臣が米国及びキューバを訪問（～5月4日）

27日 日米両政府が日米安全保障協議委員会（2+2閣僚
会合）を開催、新たな日米防衛協力のための指針
を承認（米国・ニューヨーク）

27日 カザフスタンの中央選挙管理委員会が同国の大統
領選（26日）で現職のナザルバエフ氏が97.7％を
得票し4選を決めたとの暫定結果を発表

岸田外務大臣が核兵器不拡散条約（NPT）運用検
討会議で一般討論演説（米国・ニューヨーク）

核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会議（～5月22日、
米国・ニューヨーク）

29日 安倍総理大臣が日本の総理大臣として初めて米国
連邦議会上下両院合同会議で演説

5月
7日 英国下院総選挙の結果、キャメロン首相率いる与

党保守党が23年ぶりに単独過半数を制し大勝
9日 WHOがリベリアでのエボラ出血熱の流行終息を宣言

モスクワにおいて第2次世界大戦の対ドイツ戦勝
70周年記念式典開催（ロシア・モスクワ）

14日 臨時閣議で平和安全法制関連2法案を閣議決定
20日 韓国保健福祉省がバーレーンから帰国した韓国人

男性の中東呼吸器症候群（MERS）コロナウィルス
感染を発表

21日 「第21回国際交流会議　アジアの未来」において、
「質の高いインフラパートナーシップ」を発表

22日 第7回太平洋・島サミット（PALM7）を開催
（～23日、福島県・いわき市）

24日 ポーランド大統領選の決選投票で、愛国主義を掲
げる最大野党「法と正義」のアンジェイ・ドゥダ氏
が現職コモロフスキ氏を破り当選

26日 グリア経済協力開発機構（OECD）事務総長の3選
が全会一致で決定

29日 第23回日・EU定期首脳協議開催（東京） 29日 フィンランド議会選で第1党となった中道政党中央
党のシビラ党首が新首相に任命され、3党連立に
よる新政権が発足
米国務省がキューバに対するテロ支援国家指定を
解除したと発表
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日本関係 国際関係
6月

3日 国連総会が3月の国連防災会議でまとまった国際
行動指針「仙台防災枠組」を支持する決議案を全会
一致で採択

5日 安倍総理大臣がウクライナを公式賓客として訪問
（～6日）

6日 安倍総理大臣がG7エルマウ・サミットに出席
（～8日、ドイツ）

17日 選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる改正公職
選挙法が参院本会議で可決、成立

22日 安倍総理大臣と朴
パ ク

槿
ク

恵
ネ

韓国大統領が東京とソウル
でそれぞれ開催された日韓国交正常化50周年記念
行事に相互出席

22日 EU外相理事会が、中東・北アフリカ地域から地中
海を渡り欧州を目指す移民密航船の増加に対する
緊急対策の一つとして、密航業者に対する軍事作
戦の開始を決定

23日 安倍総理大臣が沖縄戦没者を追悼する「慰霊の日」
（沖縄県糸満市）に出席、岸田外務大臣、ケネディ
駐日米国大使等が参列

25日 ネパール復興に関する国際会議開催（ネパール・
カトマンズ）

29日 オバマ米国大統領が環太平洋パートナーシップ
（TPP）協定交渉の妥結を促進する貿易促進権限
（TPA）法案に署名
ギリシャは国内銀行の流動性不足に対応するため、
資本規制を導入

30日 2010年から実施されていた、EU、IMF等による
ギリシャへの財政支援プログラムが終了

7月
3日 皇太子同妃両殿下が国王陛下戴冠式に御参列のた

めトンガを御訪問（～6日）
4日 第7回日本・メコン地域諸国首脳会議を開催（東京）
5日 「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼、造船、

石炭産業」の世界遺産登録が決定
9日 UNHCRはシリアからの難民が1つの紛争としては

過去25年で最多となる400万人を超えたと発表
14日 EU3+3とイランが、イランの核問題に関する最終

合意に至ったと発表
17日 温室効果ガス排出量を2030年までに2013年比で

26％削減する政府目標を決定
20日 米国とキューバが54年ぶりに国交を回復し両国の

大使館を再開
23日 油井亀美也宇宙飛行士らを乗せたロシアのソユー

ズ宇宙船が打ち上げに成功
31日 国際オリンピック委員会（IOC）総会が、2022年

冬季オリンピック・パラリンピック開催地を北京に
決定

8月
2日 レンツィ・イタリア首相夫妻が訪日（～4日） 2日 国連が「国連ミレニアム開発目標（MDGs）」の後

継目標、「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」について合意

5日 城内外務副大臣が日・ASEAN外相会議及び日・メ
コン外相会議に出席（マレーシア）

5日 北朝鮮の最高人民会議常任委員会が政令で標準時
を現在より30分遅らせ「平壌時間」と命名し15日
から運用することを決定
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日本関係 国際関係
6日 安倍総理大臣が広島の平和記念式典に出席（広島）

岸田外務大臣がASEAN+3外相会議，EAS参加国
外相会議，ARF閣僚会合に出席（マレーシア）

9日 安倍総理大臣が長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典
に出席（長崎）

11日 中国人民銀行が人民元の対ドル相場の基準値の算
定方法を変更し3日間連続で約4.5％となる事実上
の切下げを実施

12日 中国天津市の物流拠点「濱海新区」にある化学物質
の倉庫で大規模な爆発が2回発生し30日までに
150人が死亡、日系企業も被害に

14日 戦後70年の節目に内閣総理大臣談話を閣議決定 14日 ユーロ圏財務相会合で、欧州安定化メカニズム
（ESM）により、ギリシャに対し、最大860億ユー
ロの融資を行うこと等を内容とする新しい財政支
援プログラムに合意

15日 日本政府主催の全国戦没者追悼式に戦没者遺族約
5,300人や各界代表が参列

17日 タイの首都バンコク中心部の繁華街で爆発が発生
し中国人やフィリピン人などを含む20人が死亡、
129人が負傷（うち、邦人1人が負傷）

22日 メドベージェフ・ロシア首相が北方領土の択捉島
を訪問

24日 包括的核実験禁止条約（CTBT）賢人グループ会合
（～25日、広島）

26日 国連軍縮会議（～28日、広島） 26日 南スーダンにおける衝突の解決に関する合意文書
が発効

28日 国際女性会議「WAW! 2015」を開催（～29日、東京）
9月

2日 朴
パ ク

槿
ク

恵
ネ

韓国大統領が習
しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席と会談
（中国・北京）

3日 中国共産党と人民解放軍が「抗日戦争と世界反
ファシズム戦争勝利70周年」の記念行事を実施

4日 ハンガリーの首都ブダペストの東駅や周辺で野宿
を続けていた難民ら数千人が隣国オーストリアの
首都ウィーンに向けて歩き出し、幹線道路がまひ
状態に

5日 G20財務相・中央銀行総裁会議が経済回復を維持
するため、断固とした行動を取ると明記した共同
声明を採択し閉幕（トルコ・アンカラ）

10日 国連総会が国連未加盟のパレスチナの旗を国連本
部に掲揚することを賛成多数で決議

11日 開発協力大綱の保健分野の課題別政策として「平
和と健康のための基本方針」を健康・医療戦略推
進本部において決定

11日 シンガポール総選挙で与党人民行動党が勝利

12日 マハラブ・エジプト首相が内閣総辞職し、19日に
イスマイル首相率いる新内閣が発足

18日 ラグビー・ワールドカップ2015開催（～10月31日、
英国）

19日 平和安全法制関連2法が国会での審議を経て可決・
成立（30日公布）

19日 ローマ法王フランシスコが法王就任後初めて
キューバ、米国を訪問し、24日、米国連邦議会上
下両院合同会議で法王として初めて演説
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日本関係 国際関係
20日 ギリシャで総選挙が行われ、チプラス前首相の与

党急進左派連合が第1党となり、23日に第2次チ
プラス政権発足
ネパール新憲法公布。翌10月12日に、オリ首相
率いる新内閣が発足

21日 岸田外務大臣がロシアを訪問（～23日）
24日 サウジアラビアのメッカで巡礼者が折り重なって

倒れる事故が発生、26日までに769人が死亡
25日 国連総会で「持続可能な開発のための2030アジェ

ンダ」が採択
オバマ米国大統領が習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席を国賓と
して初めてホワイトハウスに招き会談

26日 安倍総理大臣が国連総会に出席（～30日、米国・
ニューヨーク）
安倍総理大臣が安保理改革に関するG4首脳会合
に出席
安倍総理大臣が第3回日・アフリカ地域経済共同
体（RECs）議長国首脳会合を主催
安倍総理大臣が気候変動に関する首脳級会合に出席

27日 安倍総理大臣が「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」を採択する国連サミットで演説

28日 安倍総理大臣が日本・太平洋島嶼国首脳会合を主催
安倍総理大臣が第2回PKOサミットで演説
岸田外務大臣が国連総会に出席（～10月2日、
米国・ニューヨーク）
安倍総理大臣が第70回国連総会サイドイベント
「UHCへの道筋」に出席

29日 安倍総理大臣が国連総会で一般討論演説 29日 包括的核実験禁止条約（CTBT）発効促進会議
（米国・ニューヨーク）岸田外務大臣が第9回包括的核実験禁止条約

（CTBT）発効促進会議に出席
30日 安倍総理大臣がジャマイカを訪問（～10月2日） 30日 ロシアがシリア領内への空爆開始を発表

岸田外務大臣が中東和平に関する拡大カルテット
会合に出席

10月
3日 ヴァルス・フランス首相夫妻が訪日（～5日） 3日 バングラデシュのロングプールで邦人1人が銃撃

され、死亡
4日 科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム

（STSフォーラム）を開催（京都）し、安倍総理大
臣が出席

5日 ノーベル医学生理学賞に大村智北里大学特別栄誉
教授（アフリカなどでの寄生虫による熱帯感染症の
特効薬開発）が決定

5日 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉が閣僚
会合で大筋合意（米国・アトランタ）

6日 ノーベル物理学賞に梶田隆章東京大学宇宙線研究
所長（素粒子「ニュートリノ」に質量があることを
発見）が決定

7日 第3次安倍改造内閣発足
9日 ユネスコが日本からの申請2案件（「シベリアから

の生還」及び「東寺百合文書」）を記憶遺産（「世界
の記憶」）に登録

10日 北朝鮮が朝鮮労働党の創設70周年に平壌の金日
成広場で大規模な軍事パレードを実施
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日本関係 国際関係
トルコの首都アンカラ中心部で自爆テロが発生し
102人が死亡

11日 岸田外務大臣がイラン及びカタールを訪問（～15日）
15日 日本が11回目となる国連安全保障理事会非常任理

事国選挙に当選（加盟国最多回数の当選）
16日 オバマ米国大統領と朴

パ ク

槿
ク

恵
ネ

韓国大統領が会談
（米国・ワシントン）

21日 英国を公式訪問した習
しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席とキャメ
ロン英国首相が会談

22日 安倍総理大臣がモンゴル及び中央アジア訪問
（～27日）

26日 アフガニスタン北部でマグニチュード7.5の地震が
発生しパキスタンで278人、アフガニスタンで
115人が死亡（11月4日時点）

27日 米海軍が南シナ海で「航行の自由」作戦を実施
28日 秋篠宮同妃両殿下が外交関係樹立120周年に際し

ブラジルを御訪問（～11月8日）
29日 中国共産党第18期中央委員会第5回総会において

すべての夫婦が第2子を持つことを認める決定を
行い「一人っ子政策」を撤廃

31日 エジプトからロシアに向かっていたロシアの航空機
がシナイ半島で墜落し、乗客乗員224人全員死亡

11月
1日 安倍総理大臣、岸田外務大臣が日中韓サミットに

出席（韓国・ソウル）
パグウォッシュ会議世界大会（～5日、長崎）

4日 岸田外務大臣がASEM外相会合に出席（～6日、
ルクセンブルク）

7日 WHOがシエラレオネでのエボラ出血熱の流行終息
を宣言

8日 ミャンマーで2011年の民政移管後初の総選挙、
13日、国民民主連盟（NLD）が上下両院で過半数
を上回り政権交代へ

11日 国産初の小型ジェット旅客機MRJが試験飛行に成功
14日 安倍総理大臣がG20アンタルヤ・サミットに出席

（～16日、トルコ）
14日 パリ中心部の劇場やレストラン、郊外の競技場近

くなど6か所で同時多発テロ事件が発生し130人
が死亡、300人以上が負傷
ウィーンにおいて国際シリア支援グループ（ISSG）
外相会合を実施し、和平プロセスのロードマップ
を作成

15日 岸田外務大臣がAPEC閣僚会議に出席（～17日、
フィリピン）

17日 皇太子殿下が国連「水と災害に関する特別会合」及
び国連「水と衛生に関する諮問委員会」（UNSGAB）
最終会合に御臨席のため米国・ニューヨークを御
旅行（～20日）

18日 安倍総理大臣がAPEC首脳会議に出席（～19日、
フィリピン・マニラ）

19日 安倍総理大臣がオバマ米国大統領と会談
（フィリピン）

資料編
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日本関係 国際関係
20日 安倍総理大臣がASEAN関連首脳会議に出席

（～22日、マレーシア）
岸田外務大臣がオーストラリアを訪問（～23日、
日豪外務・防衛閣僚協議に出席）

21日 ASEANビジネス投資サミットにおいて、質の高い
インフラパートナーシップのフォローアップを安倍
総理大臣から発表

24日 シリア領内でのトルコ軍機によるロシア軍機撃墜
事件発生

29日 安倍総理大臣がCOP21に出席（～12月1日、
フランス）

30日 IMF理事会が中国の人民元を2016年10月から国
際的に重要な主要通貨として取り扱うことを決定
国 連 気 候 変 動 枠 組 条 約 第21回 締 約 国 会 議
（COP21）が開幕（～11日、フランス・パリ）

12月
1日 安倍総理大臣がルクセンブルクを訪問（～2日）
2日 眞子内親王殿下が初めての海外公式訪問として、

それぞれの外交関係樹立80周年に際しエルサルバ
ドル及びホンジュラスを御訪問（～10日）

2日 国際原子力機関（IAEA）が、イランの核開発疑惑
について、2003年末まで核爆発装置の開発につ
ながる活動が組織的に行われたとの見解を発表
北大西洋条約機構（NATO）が、モンテネグロの加
盟交渉開始を決定

8日 外務省に「国際テロ情報収集ユニット」を設置
10日 アルゼンチンでマクリ新政権が発足

11日 安倍総理大臣がインドを訪問（～13日）
油井亀美也宇宙飛行士らを乗せたソユーズ宇宙船
が国際宇宙ステーション（ISS）から帰還

13日 COP21が2020年以降の新枠組「パリ協定」を採択
15日 WTO閣僚会議が開催、162のWTO加盟国・地域

の閣僚らが参加（～19日、ケニア）
16日 安倍総理大臣が国際会議「新たな開発目標の時代

とユニバーサル・ヘルス・カバレッジ：強靱で持
続可能な保健システムの構築を目指して」に出席
（東京）

17日 岸田外務大臣が世界エイズ・結核・マラリア対策
基金（グローバルファンド）の第5次増資準備会合
に出席

18日 シリア政治プロセスに関する国連安保理決議2254
号を全会一致で採決（米国・ニューヨーク）

22日 国連総会が本会議で11月5日を国連の共通記念日
の「世界津波の日」とする決議を採択

23日 韓国政府は同国でのMERS流行の終息を発表
25日 モディ・インド首相が約12年ぶりにパキスタンを

訪問、シャリフ・パキスタン首相と会談
28日 岸田外務大臣が韓国を訪問

29日 WHOはギニアでのエボラ出血熱の流行終息を宣言
30日 中央アフリカで民政復帰に向けた大統領選挙が平

和裏に実施

国際社会及び日本の主な動き

267外交青書 2016

国
際
社
会
及
び 

日
本
の
主
な
動
き

外交青書_05-04_国際社会及び日本の主な動き.indd   267 2016/06/21   11:26:52


