
国際社会及び日本の主な動き

2017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 2017年8月3日～　河野太郎

2017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
1日 グテーレス元ポルトガル首相が第9代の国連事務

総長に就任
トルコ・イスタンブール中心部で武装した者がナ
イトクラブを襲撃、39人死亡、約70人負傷、ISIL
が犯行声明発出

5日 岸田外務大臣がフランス、チェコ及びアイルラン
ドを訪問（～11日）

10日 2016年の訪日外国人旅行者が推計2,403万9,000
人で、初めて2,000万人を突破し過去最高を更新

12日 安倍総理大臣が東南アジア（フィリピン、インド
ネシア、ベトナム）及びオーストラリアを訪問（～
17日）

15日 フランスが中東和平に関する国際会議を主催（フ
ランス・パリ）

16日 岸田外務大臣とケネディ駐日米国大使が日米地位
協定の軍属に関する補足協定に署名

17日 世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会
議）が開幕（～20日、スイス・ダボス）
メイ英国首相がEUからの完全離脱の意向を表明

20日 日本が環太平洋パートナーシップ（TPP）協定国
内手続き完了を寄託国（NZ）に通知

20日 トランプ氏が第45代米国大統領に就任

23日 トランプ米国大統領がTPP離脱の大統領覚書に署
名

25日 トランプ米国大統領が国境管理強化を指示する大
統領令に署名

2月
5日 トランプ米国大統領とネタニヤフ・イスラエル首

相が会談（米国・ワシントン）
9日 安倍総理大臣が米国を訪問（～12日）

岸田外務大臣が米国を訪問（～10日）
12日 北朝鮮が弾道ミサイル1発発射
13日 2月12日の北朝鮮によるミサイル発射を受けて、

国際連合安全保障理事会が緊急会合を開催、「強
く非難する」とのプレス・ステートメントを発表
金
キ ム

正
ジョン

恩
ウ ン

北朝鮮国務委員長の異母兄の金
キ ム

正
ジョン

男
ナ ム

氏がマ
レーシアで暗殺（14日死亡）

16日 岸田外務大臣がG20ボン外相会合に出席（～17
日、ドイツ）

22日 関税手続きの迅速化等について定める「貿易円滑
化協定（TFA）」が、これを受諾した世界貿易機関

（WTO）加盟国の間で発効
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日本関係 国際関係
28日 天皇皇后両陛下がベトナムを御訪問（タイお立ち

寄り）（～3月6日）
28日 国連安保理で、シリアの化学兵器使用に関する制

裁決議案がロシア及び中国の拒否権行使により否
決

3月
4日 マレーシア外務省が姜

カ ン

哲
チョル

駐マレーシア北朝鮮大使
を「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人
物）」として国外追放すると発表、6日、出国

6日 北朝鮮が弾道ミサイル4発発射
トランプ米国大統領がテロリスト流入防止を目的
としたイスラム圏6か国からの入国を禁止する大
統領令に署名

7日 3月6日の北朝鮮によるミサイル発射を受けて、国
連安保理が「強く非難する」とのプレス・ステー
トメントを発表

8日 3月6日の北朝鮮によるミサイル発射を受けて、国
連安保理が緊急会合を開催

9日 トゥスク欧州理事会議長が再選
10日 国際連合南スーダン共和国ミッション（UNMISS）

の自衛隊施設部隊の活動を終了し、5月末を目途
に撤収する方針を決定

10日 韓国の憲法裁判所が国会で弾劾訴追された朴
パ ク

槿
ク

恵
ネ

大統領の罷免を決定、大統領の罷免は1948年の
建国以来初

15日 オランダ下院選でルッテ首相率いる中道右派自由
民主党（VVD）が第1党、反イスラム教、反EU
を訴えた極右の自由党（PVV）は第2党へ
TPP閣僚会合（チリ・ビニャデルマール）
米国を除くTPP署名11か国が出席し、TPPの戦
略的・経済的意義を再確認

16日 ティラソン米国国務長官による安倍総理大臣表敬
及び岸田外務大臣とティラソン米国国務長官の会
談（東京）

19日 安倍総理大臣がドイツ、フランス、ベルギー及び
イタリアを訪問（～21日）

20日 日露両政府が外務・防衛閣僚協議（2＋2）及び
外相会談開催（東京）

22日 北朝鮮が弾道ミサイル1発発射
英国国会議事堂近くの橋で車によるテロ、計4人
死亡、50人以上負傷、23日、ISILが事実上の犯
行声明

23日 3月19日の弾道ミサイル用エンジン実験及び22
日の北朝鮮によるミサイル発射を受けて、国連安
保理が「強く非難する」とのプレス・ステートメ
ントを発表

26日 香港政府トップを決める行政長官選挙で中国が事
実上指名した林

り ん

鄭
て い

月
げ つ

娥
が

（キャリーラム）氏が初当
選

28日 G20首脳会合が首脳宣言を採択し閉幕（ドイツ・
ハンブルク）

29日 メイ英国首相がEUに対して離脱を正式通知
30日 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）がシリア

内戦による難民が500万人を超えたと発表
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日本関係 国際関係
4月

3日 ロシア、サンクトベテルブルグ市内地下鉄におけ
る爆発、15人死亡、約40人負傷、25日「アルカ
イダ」関連組織が犯行声明発出

4日 フェリペ6世・スペイン国王王妃両陛下が国賓と
して訪日（～7日）

4日 シリア北西部ハーン・シェイフーンで化学兵器が
使用される

5日 北朝鮮が弾道ミサイル1発発射
6日 トランプ米国大統領と習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席が会談
（～7日、米国・フロリダ）
4月5日の北朝鮮によるミサイル発射を受けて、国
連安保理が「強く非難する」とのプレス・ステー
トメントを発表
米国がシリア・アサド政権の空軍基地をミサイル
で攻撃

7日 スウェーデンの首都ストックホルム中心部でトラッ
クが通行人等をはねデパートに突っ込み、4人死
亡、10人以上負傷

9日 岸田外務大臣がG7ルッカ外相会合に出席（～11
日、イタリア）

9日 エジプトの首都カイロ北方のタンタ及びアレキサ
ンドリアのコプト・キリスト教会で爆弾テロ事件が
発生、計46人死亡、120人以上死傷、ISILが犯
行声明発出

13日 皇太子殿下が外交関係樹立60周年に際しマレー
シアを御訪問（～17日）

13日 国連安保理で、シリアにおける化学兵器使用を非
難し、シリア政府等に対して事実関係の調査への
協力を求める決議案がロシアの拒否権行使により
否決

16日 北朝鮮が弾道ミサイル1発発射
18日 日米両政府が麻生副総理とペンス米国副大統領を

議長とする日米経済対話初回会合を実施（東京）
20日 日豪外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）開催（東京） 20日 16日の北朝鮮によるミサイル発射を受けて、国連

安保理が「強く非難する」とのプレス・ステート
メントを発表

27日 安倍総理大臣がロシア及び英国を訪問（～30日）
岸田外務大臣が米国、トルクメニスタン（「中央ア
ジア＋日本」対話・第6回外相会合出席）及び
オーストリアを訪問（～5月2日）

29日 北朝鮮が弾道ミサイル1発発射
5月

2日 岸田外務大臣が2020年核兵器不拡散条約（NPT）
運用検討会議第1回準備委員会で演説（オースト
リア・ウィーン）

7日 フランス大統領選で、親EUの中道系候補のマク
ロン前経済相が、国民戦線（FN）のル・ペン候補
を大差で破り勝利

9日 韓国大統領選で、最大野党「共に民主党」の文
ム ン

在
ジ ェ

寅
イ ン

氏が当選、翌10日大統領に就任
14日 北朝鮮が弾道ミサイル1 発を発射

中国が「一帯一路」国際協力ハイレベルフォーラ
ムを開催（中国・北京）

15日 4月29日及び5月14日の北朝鮮によるミサイル発
射を受けて、国連安保理が「強く非難する」との
プレス・ステートメントを発表
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日本関係 国際関係
16日 4月29日及び5月14日の北朝鮮によるミサイル発

射を受けて、国連安保理が緊急会合を開催
20日 イラン大統領選（19日）で、国際協調路線を掲げ

るロウハニ大統領が再選
21日 北朝鮮が弾道ミサイル1発発射

TPP閣僚会合（ベトナム・ハノイ）（～22日）
11月のAPEC首脳会合に向け、TPP早期発効の
ための選択肢の検討を開始するとした閣僚声明を
発出
5月21日の北朝鮮によるミサイル発射を受けて、
国連安保理が「強く非難する」とのプレス・ステー
トメントを発表
トランプ米国大統領がイスラエル・パレスチナを
訪問（～23日）

23日 フィリピン・ミンダナオ地域に対する戒厳令発出
5月21日の北朝鮮によるミサイル発射を受けて、
国連安保理が緊急会合を開催
英国・マンチェスターのコンサートホールでテロ、
22人死亡、116人負傷、ISILが事実上の犯行声明

24日 インドネシア首都ジャカルタのバスターミナルで自
爆テロが発生し、5人死亡、10人負傷

25日 安倍総理大臣がイタリア（G7タオルミーナ・サ
ミット）及びマルタを訪問（～27日）

26日 安倍総理大臣がG7タオルミーナ・サミットに出席
（～27日、イタリア）

26日 エジプト中部ミニヤ県で武装集団がコプト教徒の
乗ったバスを襲撃、24人死亡、24人負傷

27日 国連南スーダン共和国ミッションに参加していた
自衛隊施設部隊の撤収が完了

29日 北朝鮮が弾道ミサイル1発発射
31日 眞子内親王殿下がブータンを御訪問（シンガポー

ルお立ち寄り）（～6月8日）
31日 アフガニスタン・カプール中心部で爆発、500人

以上が死傷
6月

1日 トランプ米国大統領が地球温暖化防止の枠組みで
ある「パリ協定」からの脱退表明

2日 天皇陛下の御退位等に関する特例法案が可決し衆
議院を通過。9日、参議院本会議で可決し成立

2日 国連安保理が決議第2356号を全会一致で採択
フィリピン首都マニラのリゾートホテルに男が押し
入り発砲、34人が死亡、54人負傷

3日 英国・ロンドン橋での車両突入・襲撃事件、6人
死亡、50人以上負傷、ISILが犯行声明

5日 サウジアラビアやエジプト等がカタールとの断交
を一斉に発表
持続可能な開発目標（SDG）14実施支援国連会
議開催（～9日、米国・ニューヨーク）

7日 イラン首都テヘランの国会及びホメイ二朝に対す
る銃撃事件が発生、12人死亡、42人重傷

8日 英国下院総選挙が行われ、与党保守党が過半数割れ
15日 皇太子殿下が外交関係樹立150周年に際しデン

マークを御訪問（～21日）
19日 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）が内戦な

どで国外に逃れた難民や庇護申請者国内避難民が
2016年末で6,560万人に上るとする報告書を発
表、過去最多を更新
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日本関係 国際関係
7月

2日 東京都議会議員選挙が投開票、小池百合子東京都
知事が率いる「都民ファーストの会」が第1党に

4日 北朝鮮がICBM級弾道ミサイルを1発発射
5日 安倍総理大臣がベルギー、ドイツ（G20ハンブル

ク・サミット出席）、スウェーデン、フィンランド
及びデンマークを訪問（～11日）
岸田外務大臣がベルギーを訪問し、マルムストロー
ム欧州委員（貿易担当）との間で日EU経済連携
協定（EPA）交渉の大枠合意を確認（～6日）

6日 安倍総理大臣とトゥスク欧州理事会議長、ユン
カー欧州委員会委員長が第24回日EU定期首脳協
議（ベルギー・ブリュッセル）、日EU・EPA及び
戦略的パートナーシップ協定（SPA）交渉の大枠
合意を確認

7日 安倍総理大臣がG20ハンブルク・サミットに出席
（～8日、ドイツ）

7日 核兵器禁止条約が採択（米国・ニューヨーク）

9日 ユネスコ世界遺産委員会が福岡県の「『神宿る島』
宗
む な

像
か た

・沖ノ島と関連遺産群」世界文化遺産登録を
決定

11日 国際組織犯罪防止条約並びにこれを補足する人身
取引議定書及び密入国議定書を締結
国連腐敗防止条約を締結

16日 岸田外務大臣が米国を訪問（～18日）
17日 岸田外務大臣が「持続可能な開発目標（SDGs）」

達成に向けた国連のハイレベル政治フォーラムで
2018年度までに子ども・若者層に焦点を当てて、
総額10億ドル（約1,100億円）規模の支援実施を
表明（米国・ニューヨーク）

21日 第6回日英外相戦略対話開催（東京）
28日 北朝鮮がICBM級弾道ミサイル1発発射

8月
3日 第3次安倍第3次改造内閣が発足

5日 北朝鮮による7月4日及び7月28日のミサイル発
射を強く非難し制裁を一層強化する決議案（国連
安保理決議第2371号）を国連安保理が全会一致
で採択

6日 河野外務大臣がASEAN関連外相会議に出席（～
8日、フィリピン・マニラ）

13日 ブルキナファソの首都ワガトゥク市内のレストラン
を武装集団が襲撃、18人死亡、20人以上が負傷

15日 全国戦没者追悼式開催
16日 米国、カナダ、メキシコの北米自由貿易協定

（NAFTA）の再交渉開始
水銀に関する水俣条約が発効

17日 日米両政府が外務・防衛担当閣僚による安全保障
協議委員会（2＋2）を開催（米国・ワシントン）

17日 スペイン・バルセロナでの車両突入テロ、計17人
死亡、130人以上負傷（18日1人死亡、6人負傷）、
ISILが犯行声明発出

24日 河野外務大臣がアフリカ開発会議（TICAD）閣僚
会合に出席（～25日、モザンビーク・マプト）、モ
ザンビーク及びエチオピアを訪問（～27日）
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日本関係 国際関係
29日 北朝鮮が弾道ミサイル1発発射（日本上空を通過）

グテーレス国連事務総長がハムダラ・パレスチナ
自治政府首相と会談
8月26日及び29日の北朝鮮によるミサイル発射
を受けて、国連安保理が緊急会合を開催、「強く非
難する」との議長声明を発表

30日 メイ英国首相が公賓として訪日（～9月1日）
9月

1日 中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）北小委
員会が、太平洋クロマグロの漁獲枠に規制導入す
ることで合意

3日 北朝鮮が6回目の核実験を実施、4日、国連安保
理が緊急会合

4日 9月3日の北朝鮮による6回目の核実験を受けて、
国連安保理が緊急会合を開催
ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ
の新興5か国（BRICS）首脳会議が保護主義に反
対する「厦門宣言」を採択（中国・アモイ）

6日 安倍総理大臣及び河野外務大臣が第3回東方経済
フォーラムに出席（～7日、ロシア・ウラジオスト
ク）

7日 メキシコ南部沖でマグニチュード8.2の地震が発
生

9日 河野外務大臣がカタール、ヨルダン、クウェート、
サウジアラビア及びエジプトを訪問（～12日）

11日 国連安保理が決議第2375号を全会一致で採択
12日 第72回国連総会が開幕

13日 安倍総理大臣がインドを訪問（～15日） 13日 シンガポール次期大統領に、女性として初めてマ
レー系のハリマ・ヤコブ前国会議長の就任が決定

15日 北朝鮮が弾道ミサイル1発発射（日本上空を通過）
15日の北朝鮮によるミサイル発射を受けて、国連
安保理が緊急会合を開催、「強く非難する」との
プレス・ステートメントを発表

17日 河野外務大臣が米国を訪問（国連総会出席）（～
22日）

18日 安倍総理大臣が米国を訪問（国連総会出席）（～
21日）

19日 安倍総理大臣がグテーレス国連事務総長と会談 19日 メキシコ中部でマグニチュード7.1の地震発生
20日 安倍総理大臣が国連総会で一般討論演説

24日 ドイツ連邦議会（下院）選挙の結果、メルケル首
相のキリスト教民主・社会同盟が第1党を維持
水銀に関する水俣条約第1回締約国会議（～29日、
スイス・ジュネーブ）

25日 秋篠宮同妃両殿下が外交関係樹立120周年に際し
チリを御訪問（ドイツお立ち寄り）（～10月4日）

25日 イラク・クルディスタン地域で独立を問う住民投
票実施

295外交青書 2018

国際社会及び日本の主な動き

国
際
社
会
及
び 

日
本
の
主
な
動
き

外交青書30_5-2_国際社会及び日本の主な動き.indd   295 2018/06/19   10:13:52



日本関係 国際関係
10月

1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）が開催され、安倍総理大臣が出
席

1日 スペイン・カタルーニャ自治州で独立を問う住民
投票実施
米国・ラスベガスで銃乱射事件、58人死亡、約
500人以上負傷

6日 国際非政府組織（NGO）の核兵器廃絶国際キャン
ペーン（ICAN）がノーベル平和賞受賞を決定
北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射を受け、
国際民間航空機関（ICAO）が非難文書を全会一
致で採択

8日 フレデリック・デンマーク皇太子同妃両殿下が訪
日（～13日）

12日 米国及びイスラエルがユネスコからの脱退を発表
14日 ソマリア・モガディシュにおけるトラック爆弾テロ

事件、350人以上死亡、200人以上負傷、犯行声
明は未発出

16日 日米両政府が、日米経済対話第2回会合を開催
（米国・ワシントン）

18日 ユネスコ執行委員会で、「世界の記憶」の制度改
善に係る決議を採択

19日 中国共産党の第19回党大会が開幕（～24日）、
25日、共産党が第19期中央委員会第1回総会で
新たな最高指導部メンバーを選出

20日 クルド人主体の民兵組織シリア民主軍がイラクと
レバントのイスラム国（ISIL）が首都と称していた
北部ラッカを奪還したと正式発表

22日 第48回衆議院議員総選挙
24日 国連安保理で、シリアにおける化学兵器使用に関

するOPCW・国連共同調査メカニズム（JIM）の
マンデートを延長する決議案がロシアの拒否権行
使により否決

26日 秋篠宮同妃両殿下がプミポン前国王陛下御葬儀に
御参列（～27日）

26日 ユネスコ「世界の記憶」国際諮問委員会で、慰安
婦関連資料の登録審査見送りをユネスコ事務局長
に勧告、その後事務局長が見送りを決定

31日 米国・ニューヨーク市マンハッタンで車両突入テ
ロ事件、8人死亡、10人以上負傷、ISILが犯行声
明発出

11月
1日 国際女性会議WAW!（WAW!2017）開催（～3日、

東京）
第4次安倍内閣発足

5日 トランプ米国大統領が訪日（～7日）
6日 トランプ米国大統領が拉致被害者御家族と面会 6日 国連安保理がミャンマー・ラカイン州のイスラム

教徒避難民流出の問題で、議長声明を採択
7日 河野外務大臣がAPEC閣僚会議に出席（～8日、

ベトナム・ダナン）
8日 ユネスコ執行委員会委員国選挙（2017年-2021

年任期）で、日本がアジア・大洋州グループ内トッ
プの得票数で当選

8日 TPP閣僚会合（ベトナム・ダナン）（～10日）で、
TPP11の大筋合意を達成
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日本関係 国際関係
9日 トランプ米国大統領と習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席が会談
（中国・北京）

10日 安倍総理大臣がAPEC首脳会議に出席（～11日、
ベトナム・ダナン）

12日 安倍総理大臣がASEAN関連首脳会議に出席（～
15日、フィリピン・マニラ）

14日 RCEP首脳会議（フィリピン・マニラ）
RCEP交渉の妥結に向け2018年に一層努力する
ことを指示する首脳共同声明を採択

15日 ユネスコ事務局長にオドレー・アズレー前フラン
ス文化・通信相が就任
ジンバブエで国軍が事実上のクーデターを決行、
下院議長がムガベ大統領の辞任を表明、24日､
ムナンガグワ前第1副大統領が後継に就任

16日 国連安保理で、JIMのマンデートを延長する米国
提出の決議案がロシアの拒否権行使により否決、
ロシア提出の決議案が9票の賛成を得られず否決

17日 国連安保理で、JIMのマンデートを延長する日本
提出の決議案がロシアの拒否権行使により否決

18日 河野外務大臣がバングラデシュを訪問（～19日）
19日 中根外務副大臣がASEM外相会合に出席（～21

日、ミャンマー・ネーピードー）
20日 トランプ米国大統領が、北朝鮮の「テロ支援国家」

再指定を表明
23日 河野外務大臣がロシアを訪問（～25日）

24日 エジプト北東部シナイ半島で武装集団がモスクを
襲撃、305人死亡、128人負傷、エジプト政府が
テロと断定

27日 アンリ・ルクセンブルク大公殿下が国賓として訪
日（～30日）

29日 北朝鮮がICBM級弾道ミサイル1発発射
北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射を受け、
国際海事機関（IMO）総会にてこれを強く非難
29日の北朝鮮によるミサイル発射を受けて、国連
安保理が緊急会合を開催、各国が「強い非難」を
表明

12月
1日 天皇陛下の御退位の日が2019年4月30日に決定

4日 国連総会で日本の核兵器廃絶決議案が採択
5日 国連のフェルトマン事務次長が北朝鮮の平

ピョン

壌
ヤ ン

を訪
問

6日 トランプ米国大統領がエルサレムをイスラエルの
首都に認定すると表明

8日 河野外務大臣がバーレーン、アラブ首長国連邦、
フランス、英国及び米国を訪問（～17日）
日EU首脳電話会談で、安倍総理大臣とユンカー
欧州委員会委員長の間で日EU・EPAの交渉妥結
を確認

10日 第11回WTO閣僚会議（MC11）が開催、164の
WTO加盟国の閣僚らが参加（～13日、アルゼン
チン・ブエノスアイレス）
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日本関係 国際関係
12日 UHCフォーラム2017開催（～15日、東京）

河野外務大臣が気候変動サミット（One Planet 
Summit）に出席（フランス・パリ）

13日 河野外務大臣がパリのユネスコ事務局を訪問、ア
ズレー事務局長と会談

14日 河野外務大臣が日英外務・防衛閣僚会合（「2＋
2」）に出席（英国・グリニッジ）

14日 中国を訪問した文
ム ン

在
ジ ェ

寅
イ ン

韓国大統領と習
しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国
家主席が会談

15日 河野外務大臣が不拡散（北朝鮮）に関する国連安
保理閣僚級会合に出席（米国・ニューヨーク）
河野外務大臣がグテーレス国連事務総長と会談

（米国・ニューヨーク）
17日 金井宣茂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
19日 国連安保理で、エルサレムに関するトランプ米国

大統領の発表を受けて、エジプトが提出した決議
案が、米国の拒否権行使により否決

21日 ユネスコが「世界の記憶」2018、2019年審査サ
イクルの申請・登録の凍結を発表

22日 国連安保理が決議第2397号を全会一致で採択
国連総会緊急特別会期が再開され、エルサレムに
関するトランプ米国大統領の発表を受けた総会決
議が採択

25日 河野外務大臣がイスラエル、パレスチナ、ヨルダ
ン、オマーン及びトルコを訪問（～28日）

29日 エジプト首都カイロ近郊ヘルワンにあるコプト教
会付近で銃撃テロが発生、10人死亡、5人負傷
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