
国際社会及び日本の主な動き

2018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 2017年8月3日～　河野太郎

2018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
3日 河野外務大臣がパキスタン、スリランカ及びモルディ

ブを訪問（～7日）
3日 北朝鮮が板門店の南北直通電話回線を再開、韓

国側と通話
9日 康

カ ン

京
ギョン

和
フ ァ

韓国外交部長官が慰安婦問題に関する
2015年の日韓合意に関する韓国政府の立場を発
表

9日 韓国と北朝鮮が南北閣僚級会談を開催、共同報
道文を採択（韓国・板門店）

習
しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席とマクロン・フランス大統領が
会談（中国・北京）

11日 河野外務大臣がミャンマー、アラブ首長国連邦及び
カナダ（「北朝鮮に関する関係国外相会合」出席）
を訪問（～18日）

12日 安倍総理大臣がエストニア、ラトビア、リトアニア、ブ
ルガリア、セルビア及びルーマニアを訪問（～16日）

18日 メイ英国首相とマクロン・フランス大統領が会談（英
国・ロンドン）

23日トランプ米国大統領が、米国通商法第２０１条に基
づき、太陽電池製品と住宅向け大型洗濯機を対象
に緊急輸入制限措置を決定

26日 第４回日仏外務・防衛閣僚会合（「２＋２」）開催
（東京）

27日 河野外務大臣が中国を訪問（～28日） 27日 アフガニスタン・カブールで自爆テロ、103人死亡、
235人負傷、タリバンが犯行声明
チェコ大統領選でゼマン大統領が再選

28日 フィンランド大統領選でニーニスト大統領が再選
30日トランプ米国大統領が初の一般教書演説で北朝鮮

に対し最大限の圧力を維持すると表明
2月

2日トランプ米国大統領が新たな核戦略方針「核体制
の見直し（NPR）」を公表

4日 キプロス大統領選挙でアナスタシアディス大統領が
再選

6日 シュタインマイヤー・ドイツ大統領が訪日（～7日）
9日 安倍総理大臣が平

ピョン

昌
チャン

冬季オリンピック競技大会開
会式に出席（韓国）（～10日）

9日 平昌冬季オリンピック競技大会が開幕（～25日）

10日 河野外務大臣がブルネイ及びシンガポールを訪問
（～12日）

14日 ズマ南アフリカ大統領が辞任表明、15日、ラマポー
ザ副大統領が新大統領に選出され就任

15日 河野外務大臣がオーストリア及びドイツを訪問（～
17日）

15日 ネパールで統一共産党議長のオリ元首相が新首相
に就任

23日トランプ米国大統領が北朝鮮への燃料供給遮断を
目的とした大規模な独自制裁を発表
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日本関係 国際関係
3月
8日 OECD東南アジア地域プログラム閣僚会合開催
（東京）

8日 日本を含む11か国が、環太平洋パートナーシップに
関する包括的及び先進的な協定（TPP11協定)
に署名（チリ・サンティアゴ）
トランプ米国大統領が、米国通商拡大法第232条
に基づき、鉄鋼とアルミニウムに関する輸入制限措
置を決定

9日 平昌冬季パラリンピックが開幕（～18日）
14日ドイツ・キリスト教民主・社会同盟と社会民主党によ

る第4次メルケル政権発足
15日 河野外務大臣が米国を訪問（～17日）
16日 皇太子殿下が「第８回世界水フォーラム」に御臨

席のためブラジルを御旅行（米国お立ち寄り）（～
21日）

18日 ロシア大統領選でプーチン大統領が4選
中国の第13期全国人民代表大会で李

り

克
こ く

強
きょう

国務
院総理が再選

19日 英国のEU離脱についての協定交渉で2019年3
月末の離脱日以降の移行期間を2020年末とするこ
とに英国とEUが合意

23日 ペルーでクチンスキー大統領の辞任を受け、ビスカ
ラ副大統領が新大統領に就任

24日 河野外務大臣が香港を訪問（～25日）
26日 習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主席と金
キ ム

正
ジョン

恩
ウ ン

北朝鮮国務委員長
が初会談（中国・北京）

28日 ミャンマー議会がウィン・ミン前下院議長を新大統領
に選出

29日 韓国と北朝鮮が南北閣僚級会合（韓国・板門店）
30日 パレスチナ自治区ガザでパレスチナ難民の帰還を求

める数万人規模のデモが発生
4月

1日 コスタリカ大統領選でアルバラード氏が初当選
2日 エジプト大統領選でエルシーシ大統領が再選
6日 パレスチナ自治区ガザのイスラエルとの境界付近で

パレスチナ人約１万人による反イスラエルのデモが
発生

7日 河野外務大臣がラオス及びカンボジアを訪問（～8
日）

8日 7日のシリア東グータ地区での空爆後に市民が窒息
などで死亡、化学兵器使用の疑い

9日 アルメニア大統領にサルキシャン氏が就任
10日 河野外務大臣が韓国を訪問（～11日）

11日 アゼルバイジャン大統領選でアリエフ大統領が4選
14日 米国・英国・フランスがシリアへ軍事攻撃
15日 モンテネグロ大統領選でジュカノビッチ氏が当選

17日 安倍総理大臣が米国を訪問（～20日） 17日 ポンペオ米国国務長官がトランプ大統領の特使とし
て北朝鮮を訪問、金正恩国務委員長と会談
アルメニア首相選でサルグシャン前大統領が当選

19日 キューバの人民権力全国会議がディアスカネル第一
副議長を新国家評議会議長（元首）に選出
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日本関係 国際関係
20日 朝鮮労働党中央委員会第7期第3回全員会議に

おいて、北朝鮮が、核実験及び大陸間弾道ミサイ
ル（ICBM）試験発射の中止、核実験場の廃棄等
を発表

21日 河野外務大臣がカナダ（Ｇ７外相会合出席）、スイ
ス及びベルギーを訪問（～25日）

22日 アフガニスタンの首都カブールで自爆テロ、少なくと
も57人死亡、ISが犯行声明
パラグアイ大統領選でベニテス氏が初当選

24日 河野外務大臣が2020年核兵器不拡散条約
（NPT）運用検討会議第２回準備委員会に出席
（スイス・ジュネーブ）

24日 マクロン・フランス大統領が訪米、トランプ大統領と
会談（米国・ワシントンDC）

27日 河野外務大臣がヨルダンを訪問（～5月1日） 27日 文
ム ン

在
ジ ェ

寅
イ ン

韓国大統領と金正恩北朝鮮国務委員長が
1回目の南北首脳会談を実施し、南北首脳間の合
意文書として「朝鮮半島の平和と繁栄､ 統一のた
めの板門店宣言文」を採択（韓国・板門店）
トランプ米国大統領とメルケル・ドイツ首相が会談
（米国・ワシントンDC）

29日 安倍総理大臣がアラブ首長国連邦、ヨルダン、パ
レスチナ及びイスラエルを訪問（～5月3日）

5月
1日ドミニカ共和国が中国と国交樹立、台湾と断交
3日 金正恩北朝鮮国務委員長と王

お う

毅
き

中国国務委員兼
外交部長が会談（北朝鮮・平

ピョン

壌
ヤ ン

）
4日 安倍総理大臣が習近平中国国家主席と電話首脳

会談（中国国家主席との間では初めての電話会談）
8日 習近平中国国家主席と金正恩北朝鮮国務委員長

が会談（中国・大連）
トランプ米国大統領がイラン核合意からの離脱を表
明
コンゴ民主共和国赤道州でエボラ出血熱発生
アルメニア首相にパシニャン氏が就任（4月23日に
サルグシャン前首相が反政府デモを受け辞任したこ
とにより、再選挙実施）

9日 李克強中国国務院総理が訪日
文在寅韓国大統領が訪日
第７回日中韓サミットを開催（東京）

9日 マレーシア下院選の結果、独立以来初の政権交代、
10日、マハティール氏が首相に就任
ポンペオ米国国務長官が訪朝し、金正恩北朝鮮国
務委員長と会談（北朝鮮・平壌）

10日トランプ米国大統領は、米朝首脳会談が6月12日
にシンガポールで開催されると発表

14日 米国が在イスラエル米国大使館をテルアビブからエ
ルサレムに移転、大規模な抗議デモが発生

15日 イランと英国・フランス・ドイツ・ＥＵが外相会合を
開催（ベルギー・ブリュッセル）､ 米国抜きで核合
意の堅持を目指す方針を確認

18日 第８回太平洋・島サミット（PALM8）開催（～19
日、福島県）

19日 河野外務大臣がブラジル、アルゼンチン（G20外
相会合出席）、米国及びメキシコを訪問（～25日）

20日 G20ブエノスアイレス外相会合開催（～21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
ベネズエラ大統領選でマドゥーロ大統領が再選、23
日、G7首脳が大統領選は公正で民主的でなかった
と非難する声明を発表

24日 安倍総理大臣がロシアを訪問（～27日） 24日 北朝鮮が豊
プ ン ゲ リ

渓里の核実験場を爆破
ブルキナファソが台湾と断交､ 26日に中国と国交
樹立

26日 文在寅韓国大統領と金正恩北朝鮮国務委員長が
2回目の南北首脳会談を実施（韓国・板門店）

29日 クアン・ベトナム国家主席夫妻が国賓として訪日（～
6月2日）

30日 草の根人間の安全保障無償資金協力が実施開始
から30周年

31日 金正恩北朝鮮国務委員長とラヴロフ・ロシア外相
が会談（北朝鮮・平壌）
イタリアでマッタレッラ大統領がコンテ氏を首相に指
名し、連立政権が発足

6月
1日 EUが米国による鉄鋼・アルミへの追加関税措置に

対してWTO紛争解決手続に基づく協議を要請
2日 スペインで、民衆党ラホイ政権に対する不信任決議

を受け、社会労働者党サンチェス氏が首相に就任、
7日、新内閣発足

4日 秋篠宮同妃両殿下が日本人移住150周年の機会
に米国（ハワイ州）を御訪問（～8日）

6日 安倍総理大臣が米国及びカナダ（G7シャルルボ
ワ・サミット出席）を訪問（～11日）
河野外務大臣が米国を訪問（～8日）

8日 安倍総理大臣がG7シャルルボワ・サミットに出席
（～9日）

8日 パレスチナ自治区ガザで、イスラエルや米国に抗議
するデモで600人以上負傷

12日トランプ米国大統領と金正恩北朝鮮国務委員長が
会談、米朝首脳会談は史上初（シンガポール）

13日 河野外務大臣が韓国を訪問（～14日）
TPP11協定を国会承認

15日 持続可能な開発目標（SDGｓ）推進本部第5回
会合

17日 コロンビア大統領選でドゥケ前上院議員が当選
19日 米国が国連人権理事会からの離脱を表明

メルケル・ドイツ首相とマクロン・フランス大統領が
会談（ドイツ・ベルリン近郊）
習近平中国国家主席と金正恩北朝鮮国務委員長
が会談（～20日、中国・北京）

20日トランプ米国大統領が不法移民の親子を分離収容
する政策を撤回し､ 一緒に収容するよう求める大統
領令に署名
ルオロ東ティモール大統領が次期首相にルアク前
大統領を任命すると発表、22日、新内閣が発足
ジョージア議会がバフタゼ財務大臣を首相に選出

21日 河野外務大臣がタイ（パレスチナ開発のための東ア
ジア協力促進会合（CEAPAD）第3回閣僚会合
出席）､ ブータン及びインドネシアを訪問（～27日）
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日本関係 国際関係
24日トルコ大統領選でエルドアン大統領が再選

29日 TPP11協定の関連法が参議院本会議で可決、成
立

29日 ロシアが米国の鉄鋼などの輸入制限を不当として
WTO協議要請

30日 国際連合教育科学文化機関（UNESCO)第42
回世界遺産委員会において「長崎と天草地方の潜
伏キリシタン関連遺産」を世界文化遺産に登録する
ことを決定

7月
1日 メキシコ大統領選でオブラドール元メキシコ市長が当

選
4日 河野外務大臣がオーストリア及びポーランドを訪問
（～6日）

6日 日本におけるTPP11協定の国内手続の完了を寄
託国（ニュージーランド）に通報

6日 米国のイラン核合意離脱を受け、イランと英国・フ
ランス・ドイツ・中国及びロシアの5か国が外相級
会合を開催（オーストリア・ウィーン）
ポンペオ米国国務長官が訪朝し、金

キム ヨ ン チ ョ ル

英哲朝鮮労働
党副委員長と会談（～7日、北朝鮮・平壌）

8日 ポンペオ米国国務長官及び康京和韓国外交部長
官が訪日し、日米韓外相会合を開催（東京）

10日 河野外務大臣がマレーシア及びフランスを訪問（～
14日）

13日 メイ英国首相とトランプ米国大統領が会談（英国・
ロンドン郊外）

16日トランプ米国大統領とプーチン・ロシア大統領が会談
（フィンランド・ヘルシンキ）

17日 眞子内親王殿下が日本人移住110周年の機会に
ブラジルを御訪問（ドイツ及び米国お立ち寄り）（～
30日）
第25回日・ＥＵ定期首脳協議開催、安倍総理大
臣、トゥスク欧州理事会議長、ユンカー欧州委員
会委員長が日ＥＵ経済連携協定（EPA）及び日Ｅ
Ｕ戦略的パートナーシップ協定（SPA)に署名

19日 イスラエル国会がイスラエルを「ユダヤ民族の国民
国家」と明記する基本法を可決

25日トランプ米国大統領とユンカー欧州委員会委員長が
会談､ 自動車を除く鉱工業品に対する関税等の撤
廃に向けて共に取り組むことで一致（米国・ワシント
ンDC）
シリア南部でISによる自爆テロや襲撃が相次ぎ死者
が計260人を超える

26日 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)が首脳会議を開催（南アフリ
カ・ヨハネスブルグ）

30日 河野外務大臣がロシア、シンガポール（ASEAN関
連外相会議出席）、ミャンマー及びバングラデシュを
訪問（～8月8日）
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日本関係 国際関係
8月

1日 コンゴ民主共和国北キブ州でエボラ出血熱発生
5日 インドネシア・西ヌサ・トゥンガラ州ロンボク島で、マ

グニチュード6.9の地震が発生
7日トランプ米国政権がイラン核合意離脱に伴い、対イ

ラン制裁の一部を再適用
9日 グテーレス国連事務総長が現職の事務総長として

初めて長崎平和祈念式典に参列
12日 河野外務大臣がエクアドル、ペルー､ コロンビア及

びメキシコを訪問（～19日）
18日 パキスタン下院選で勝利したパキスタン正義運動

（PTI）のカーン党首を新首相に選出
21日 河野外務大臣が米国を訪問（～26日） 21日 中国とエルサルバドルが外交関係を樹立するための

文書に署名、台湾がエルサルバドルとの断交を発表
23日 米中両政府は互いに約160億米ドル相当の輸入

品にそれぞれ25％の関税を課す制裁措置を発動
24日 オーストラリアでモリソン新首相が就任
26日 ジンバブエで大統領就任式､ ムナンガグワ大統領が

就任宣誓
31日 米国が国連パレスチナ難民救済事業機関

（UNRWA）への拠出を中止すると発表
9月
2日 河野外務大臣がコーカサス３か国（アルメニア、

ジョージア及びアゼルバイジャン）及びドイツを訪問
（～6日）

6日 北海道で震度7の地震が発生
7日 皇太子殿下が日仏友好160周年の機会にフランス

を御訪問（～14日）
10日 安倍総理大臣が東方経済フォーラムに出席（ロシ

ア・ウラジオストク）（～13日）
11日 河野外務大臣がベトナムを訪問（～13日）

18日 第73回国連総会開会
19日 金正恩北朝鮮国務委員長と文在寅韓国大統領が

3回目の南北首脳会談を実施し、首脳間の合意文
書として「9月平壌共同宣言」を採択（北朝鮮・
平壌）

21日 河野外務大臣がカナダ（カナダ・EU共催女性外
相会合出席）及び米国（国連総会出席）を訪問
（～29日）

23日 安倍総理大臣が国連総会に出席（米国・ニュー
ヨーク）（～28日）

23日 モルディブ大統領選でソーリフ氏が勝利、11月17
日､ 大統領に就任

24日 米国政府は2,000億米ドル相当の中国からの輸入
品に10％の追加関税を課す制裁を発動（2019年
1月1日から25％に引き上げると発表）、中国も米
国からの輸入品に8～10％の追加関税を課す措置
を発動

26日 日米首脳会談において、日米物品貿易協定（TAG）
について交渉を開始することで一致（米国・ニュー
ヨーク）

28日 インドネシア・スラウェシ島でマグニチュード7.4の地
震及び津波が発生
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日本関係 国際関係
10月
2日 第4次安倍内閣発足 2日 イラクでサーレハ新大統領が就任

在トルコ・サウジアラビア総領事館でサウジアラビア
人記者ジャマル・カショギ氏が殺害される

6日 アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合開催（東京）
（～7日）

7日 安倍総理大臣が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）に出席

7日 ポンペオ米国国務長官が訪朝し、金正恩北朝鮮国
務委員長と会談（北朝鮮・平壌）
ボスニア・ヘルツェゴビナ大統領評議会選挙で、
ジャフェロビッチ候補（ボシュニャク系）、ドディック
候補（セルビア系）、コムシッチ候補（クロアチア
系）が当選､ 11月20日、輪番制によりドディック
候補が大統領評議会議長（元首）に就任

9日 第10回日・メコン首脳会議開催（東京）
河野外務大臣がオーストラリア(日豪外務・防衛閣
僚協議（「２＋２」）出席）、東ティモール及びニュー
ジーランドを訪問（～10日）

16日 安倍総理大臣がスペイン、フランス及びベルギー
（第12回ＡＳＥＭ首脳会合出席）を訪問（～19
日）

18日 河野外務大臣がアイスランド及びデンマークを訪問
（～20日）

20日トランプ米国大統領が中距離核戦力（INF）全廃
条約からの離脱を表明

25日 安倍総理大臣が中国を訪問（～27日）
河野外務大臣が中国及びバーレーンを訪問（～28
日）

26日 アイルランド大統領選でヒギンズ大統領が再選
28日 ブラジル大統領選でボルソナロ下院議員が当選
29日 14日のドイツ・バイエルン州議会選挙及び28日の

ヘッセン州議会選挙の結果等を受け、メルケル首
相が次回キリスト教民主同盟党首選に出馬しないこ
とを表明

30日 韓国大法院（最高裁）が日本企業に旧朝鮮半島
出身労働者への慰謝料等の支払いを命じる判決を
確定

11月
5日トランプ米国政権はイラン核合意離脱に伴うイラン

の原油などの取引を禁じる制裁を含め全ての対イラ
ン制裁を適用

6日 米国中間選挙にて、民主党が8年ぶりに下院で過
半数を奪還

7日 民主化以降第3回目となるブータン下院選挙の結
果、過半数を獲得したブータン協同党（DNT）党
首のロティ・ツェリン氏が首相に就任

11日 フランス・パリで、第一次世界大戦終戦100周年
式典開催

14日 安倍総理大臣がシンガポール（ASEAN関連首脳
会議出席）、オーストラリア及びパプアニューギニア
（APEC首脳会議出席）を訪問(～18日）

14日 第2回RCEP首脳会議（シンガポール）開催、
RCEPを2019年に妥結する決意を表明した首脳
共同声明を採択
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日本関係 国際関係
14日 河野外務大臣がパプアニューギニア（APEC閣僚

会議出席）を訪問（～16日）
15日 APEC閣僚会議開催（パプアニューギニア・ポート

モレスビー）
17日 APEC首脳会議開催（～18日、パプアニューギニ

ア・ポートモレスビー）
23日 河野外務大臣がイタリア（「地中海対話」出席）

及びバチカンを訪問（～25日）
第164回博覧会国際事務局（BIE)総会におい
て、2025年国際博覧会開催国選挙が行われ、日
本（大阪）が当選（フランス・パリ）

24日 台湾の統一地方選にて民主進歩党が大敗
25日 特別欧州理事会首脳会議開催（ベルギー・ブリュッ

セル）、英国のＥＵ離脱協定案及び将来関係枠組
に関する政治宣言案を承認
クリミア半島東部のケルチ海峡においてウクライナ
海軍船舶がロシア国境警備局により拿捕

28日 ジョージア大統領選でズラビシヴィリ候補が当選、
12月16日に就任

29日 安倍総理大臣がアルゼンチン（Ｇ20ブエノスアイレ
ス・サミット出席）、ウルグアイ及びパラグアイを訪問
（～12月4日）

29日 韓国大法院（最高裁）が日本企業に旧朝鮮半島
出身労働者への慰謝料等の支払いを命じる判決を
確定

日EU経済連携協定（EPA）の締結について衆議
院本会議で可決
UNESCO無形文化遺産保護条約第13回政府間
委員会において ｢来訪神　仮面・仮装の神々｣ を
無形文化遺産に登録することを決定

30日 G20ブエノスアイレス・サミット開催（～12月1日、
アルゼンチン・ブエノスアイレス）
北米自由貿易協定（NAFTA）再交渉により、米
国、カナダ及びメキシコが「米国・メキシコ・カナダ
協定」（USMCA)に署名

12月
1日 米中首脳会談（アルゼンチン・ブエノスアイレス）

において、米国が2019年1月1日から25％に引き
上げると発表していた2,000億米ドル相当の中国か
らの輸入品に対する追加関税を10％に据え置くこと
で一致

2日 国連気候変動枠組条約第24回締約国会議
（COP24）等がポーランド・カトヴィツェで開催、
「パリ協定」の実施指針を採択（～15日）

5日 国連総会で、日本提出の核兵器廃絶決議が採択
7日ドイツ・キリスト教民主同盟党大会において、クラン

プ＝カレンバウアー党幹事長がメルケル首相の後任
として新党首に就任

8日 日ＥＵ経済連携協定（EPA）の締結について参議
院本会議で可決、成立

10日 英国政府は、11日に予定していた離脱協定案等
の承認のための英国議会採決を延期

12日 日EU・EPAが欧州議会本会議で可決
14日 河野外務大臣がヨルダン及びカタールを訪問（～

16日）
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日本関係 国際関係
18日 2018年の訪日外国人数が、18日までの累計で史

上初めて3,000万人超に
19日トランプ米国大統領が内戦下のシリアから米軍を撤

退させることを表明
20日 韓国海軍の駆逐艦が自衛隊機に対して火器管制

レーダーを照射
EU理事会が日EU・EPAの締結を決定

21日 持続可能な開発目標（SDGs）推進本部第6回会
合

22日 国連総会本会議で､ 2019年から2021年の国連
予算分担率が決定され、日本の国連通常予算及び
国連平和維持活動（PKO）予算の分担率は、米
国、中国に次いで3位に
インドネシア・スンダ海峡で津波が発生、400人以
上が死亡

23日 河野外務大臣がモロッコ、チュニジア及びアルジェ
リアを訪問（～28日）

25日 外国人労働者の受け入れ拡大の新制度に向け、
基本方針などを閣議決定

26日 国際捕鯨委員会（IWC）からの脱退を表明
30日 TPP11協定が発効

バングラデシュで総選挙が実施され、ハシナ首相率
いる与党アワミ連盟が勝利
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