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ブルガリア訪問（写真提供：内閣広報室）

写真で見る日本外交2018　（1月〜5月）巻頭特集

エストニア訪問（写真提供：内閣広報室）

ラトビア訪問（写真提供：内閣広報室）

リトアニア訪問（写真提供：内閣広報室）

セルビア訪問（写真提供：内閣広報室）

ルーマニア訪問（写真提供：内閣広報室）

米国副大統領の日本訪問（２月、写真提供：内閣広報室）
（第２章第２節１）

平昌冬季オリンピック競技大会に際する安倍総理
大臣の韓国訪問（２月、写真提供：内閣広報室）

（第２章第１節２）

北朝鮮に関する関
係国外相会合（１
月、カナダ）（第
２章第１節２）

国際再生可能エネル
ギー機関（IRENA）
総会（１月、アラブ
首長国連邦）（第３章
第３節4）

河野外務大臣の中国訪問　日中外相会談（１月、中国）（第２章第１節３）

日仏外務・防衛閣僚協議（「２＋２」）（１月、東京）
（第２章第４節２）

 安倍総理大臣の欧州訪問（１月）（第２章第４節）
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安倍総理大臣の米国訪問　日米首脳会談（４月、米国　写真提供：内閣
広報室）（第２章第２節１）

安倍総理大臣のヨル
ダン訪問　日・ヨル
ダン首脳会談（５月、
ヨ ル ダ ン　 写 真 提
供：内閣広報室）（第
２章第６節２）

安倍総理大臣のアラブ首長国連邦訪問　アブダビ
皇太子との会談（４月、アラブ首長国連邦　写真
提供：内閣広報室）（第２章第６節２）

中国外相の日本訪問　日中外相会談（４月、東京）（第２章第１節３）

日米外相会談（４月、ヨルダン）（第２章第２節１）

ロシア外相の日本訪問　日露外相会談（３月、東京）（第２章第５節１）

南北首脳会談（４月、韓国　写真提供：AFP
＝時事）（第２章第１節２）

河野外務大臣の韓国訪問　日韓外相会談（４月、韓国）（第２章第１節２）

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（４月、スイス）（第３章第１節４）

G7トロント外相会合（４月、カナダ）（第2章第２節１）
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ロシア・ザギトワ選手へ
の秋田犬・マサル贈呈式

（５月、ロシア　写真提
供：内閣広報室）

安倍総理大臣のロシア訪問　日露首脳会談（５月、ロシア　写真提
供：内閣広報室）（第２章第５節１）

中国総理及び韓国大統領の日本訪問　日中韓サミット（５月、東京　写真
提供：内閣広報室）（第２章第１節７）

安倍総理大臣の米国訪問　日米首脳会談（６月、米国　写真提供：内閣広
報室）（第２章第２節１）

米朝首脳会談（６月、
シンガポール　写真
提供：EPA＝時事）

（第２章第１節２）

第８回太平洋・島サミット（PALM8）（５月、福島県　写真提供：内閣広報室）
（第２章第１節６）

G7シャルルボワ・サミット（６月、カナダ　写真提供：内閣広報室）
（第３章第２節2）

河野外務大臣のブラジル訪問　ブラジル日系団体主催歓迎レセプション
（5月、ブラジル）（第２章第3節3）

写真で見る日本外交2018　（5月〜9月）巻頭特集
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日EU・経済連携協定（EPA）及び戦略的パートナーシップ協定（SPA）署名式（7
月、東京　写真提供：内閣広報室）（第2章第4節2、第３章第３節１）

米国国務長官及び韓国外交部長官の日本訪問　日米韓外相会談（７月、東京）
（第２章第１節２）

河野外務大臣のポーランド訪問　日・ポーランド外相会談
（７月、ポーランド）（第２章第４節１）

河野外務大臣のロシア訪問　日露外務・防衛閣僚協議（「２＋２」）
（７月、ロシア）（第２章第５節１）

国連事務総長の日本訪問（８月、長崎市　写真提供：長崎市）
（第３章第１節５）

河野外務大臣のフランス訪問　日・仏物品役務相互提供協定
（ACSA）署名　（７月、フランス）（第２章第４節２）

ジャポニスム2018 エッフェル塔特別ライトアップ
（９月、フランス、© CLAD/The Farm）（第２章第４節２、
第３章第４節２）

武器貿易条約第４回締約国会議（８月、東京）（第３章第１節４）
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国連総会　安倍総理大臣の一般討論演説
（９月、米国　写真提供：内閣広報室）（第
３章第１節５）

第10回日・メコン
首 脳 会 議（10月、
東京　写真提供：内
閣広報室）（第２章
第１節7）

安倍総理大臣のロシア訪問　日露首脳会談（９月、ロシア　
写真提供：内閣広報室）（第２章第５節１）

安倍総理大臣のスペイン訪問　日・スペイン
首脳会談（10月、スペイン　写真提供：内
閣広報室）（第２章第４節２）

安倍総理大臣のフランス訪問　日仏首
脳会談（10月、フランス　写真提供：
内閣広報室）（第２章第４節２）

質の高いインフラの推進に関する国連総会サ
イドイベント（９月、米国）（第３章第２節１）

北朝鮮の非核化に関する安保理閣僚級会合（９月、米国）
（第２章第１節１）ネルソン・マンデラ平和サミット（９月、米国）

（第３章第１節５）

包括的核実験禁止条約フレンズ閣僚会合（９
月、米国）（第３章第１節４）

アフリカ開発会議（TICAD）閣僚会合（10月、東京）
（第２章第７節１）

河野外務大臣のオーストラリア訪問　
第８回日豪外務・防衛閣僚協議（「２
＋２」）（10月、オーストラリア）（第
２章第１節６）

河野外務大臣のドイツ訪問　日独外相
会談（９月、ドイツ）（第２章第４節２）

英国外相の日本訪問　日英外相戦略対話
（９月、東京）（第２章第４節２）

写真で見る日本外交2018　（9月〜12月）巻頭特集
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中国国務院総理との首脳会談（写真提供：
内閣広報室）

中国国家主席との首脳会談（写真提供：内閣
広報室）

インド首相の日本訪問　日印首脳夕食会（10月、山梨県　
写真提供：内閣広報室）（第２章第１節５）

東アジア首脳会議
（EAS）（11月、シ
ンガポール　写真
提供：内閣広報室）

（第２章第１節７）

安倍総理大臣のオーストラリア訪問　日豪
首脳会談（11月、オーストラリア　写真提
供：内閣広報室）（第２章第１節６）

APEC首脳会議（11月、パプアニューギニア　
写真提供：内閣広報室）（第３章第３節１）

アジア欧州会合（ASEM）首脳会合（10月、ベルギー　写
真提供：内閣広報室）（第２章第４節３）

ブルキナファソ大統領の日本訪問　日・
ブルキナファソ首脳会談（11月、東京　
写真提供：内閣広報室）（第２章第７節４）

G20ブエノスアイ
レ ス・ サ ミ ッ ト

（12月、アルゼン
チン　写真提供：
内閣広報室）（第３
章第３節１）

日米印首脳会談（11月、
アルゼンチン　写真提
供：内閣広報室）（第２
章第１節５）

ウルグアイ訪問（写真提供：内閣広報室） パラグアイ訪問（写真提供：内閣広報室）

 安倍総理大臣の中国訪問　（10月）（第２章第１節3）

 安倍総理大臣の南米訪問（12月）（第２章第３節２）
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7月31日（火）

8月1日（水）

8月2日（木）

8月3日（金）

8月4日（土）

8月5日（日）

7月31日（火）

8月1日（水）

8月2日（木）

8月3日（金）

8月4日（土）

8月5日（日）

外務大臣の外国訪問中の一日

日露外相会談、日露外務・
防衛閣僚協議（「２＋２」）後、
モスクワ出発

ちょっと一息。
会場には屋台
も出現

外務大臣の外国訪問。多忙な東京を離れ、各国大臣ときらびやかな会場で談笑、各地の名所を視察して、
豪華な食事会で舌鼓…。いえいえ、とんでもありません。
長時間のフライトに耐え、国際会議に臨み、その合間を縫って二国間会談を分刻みで実施。
短い滞在でも各国の大臣と信頼関係と友情を育み、最新の国際問題について激論を交わし、
様々な課題に対する取組の調整を行う。今回は、そんな外務大臣の多忙な外国訪問を紹介します。

シンガポール着

日・ASEAN（東南アジア諸
国連合）外相会議の前後に、
７か国と外相会談

7月31日（火）

8月1日（水）

8月2日（木）

8月3日（金）

8月4日（土）

8月5日（日）
日中外相会談。日中関係の進展のほか、東シ
ナ海の安定の重要性で一致。北朝鮮問題につ
き両国の協調と連携の重要性を確認

日・イラン外相会談

日・ブルネイ外相会談

日・カナダ外相会談。
誕生日だったフリーランド外相にお花を。
友情のしるし

日・ASEAN外相会議。ASEAN 統合
深化に向けた支援のほか、北朝鮮問
題などについて真剣に議論

日韓外相会談。日韓関係について忌
き

憚
たん

のない意
見交換。北朝鮮問題について今後の対応方針
について綿密にすり合わせ

各国外相の似顔絵を
皆さんにプレゼント。
相手に印象付けるた
めのちょっとした工
夫も必要。喜んでい
ただきました。

日・ベトナム
外相会談

日・トルコ外相会談

巻頭特集

20:55

10:00

12:00

13:5014:45

16:30 17:40

23:50

15:00

ドバイ経由 
23時間のフライト

18:30
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ポンペオ国務長官と日米外相会談。
北朝鮮問題を中心に議論

ASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚会合。
地域の信頼醸成にとって重要なフォーラム

7月31日（火）

8月1日（水）

8月2日（木）

8月3日（金）

8月4日（土）

8月5日（日）

7月31日（火）

8月1日（水）

8月2日（木）

8月3日（金）

8月4日（土）

8月5日（日）7月31日（火）

8月1日（水）

8月2日（木）

8月3日（金）

8月4日（土）

8月5日（日）

11：00	 日・東ティモール外相会談
11：20	 日・パプアニューギニア外相立ち話
11：30	 日豪外相会談
12：35	 日・EU外相ワーキング・ランチ　

土曜日。でも外国訪問中に
週末はありません。

シンガポール訪問最終日

東アジア首脳会議
（EAS）
参加国外相会議

会議の合間にも韓国、中国、シンガポール
の外相と議論ASEAN＋３（日中韓）外相会議

第8回日米豪閣僚級戦略対話（TSD）。
３か国間の協議では三角形に机を組む
ことも

日・カンボジア外相会談

ちょっと一息。ロボットにコーヒーを
入れてもらいました。

朝食の時間も無駄にできません。
朝食会形式の日・シンガポール外相会談

ドリアンを頂きながら、議論の続きを

ASEAN関連外相会議

9:00

10:45

13:15

14:00

17:30

13:25

12:30

16：30	 日・メコン外相会議　　
18：30	 日・インドネシア外相会談
19：20	 ガラディナー

（合間の時間も各会談の事前準備などに充てられます。）

9:30

次の訪問国
ミャンマーに向けて
シンガポールを出発
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2019~2020年を見据えて巻頭特集

2019年から2020年は、日本がG20大阪サミットやTICAD７等の国際会議を主催する重要な年となります。
ラグビーワールドカップ2019大会、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機会にも、
世界各国から数多くの首脳、閣僚が訪日予定です。
これらの機会を最大限に活用し、国際社会の平和と安定に貢献する日本の取組を国際社会にアピールし、
戦略的な外交を展開していきます。

Ｇ20サミットは、2008年に経済・金融危機
に対処するため発足し、「国際経済協調の第
一のフォーラム」として、経済分野で大きな
影響力を有してきました。2019年、日本が
初めて主催国となるＧ20大阪サミットでは、
自由貿易の推進やイノベーションを通じた世

アフリカ開発会議（TICAD）は、1993年に
日本が立ち上げたアフリカ開発に関する首脳
級の国際会議です。包摂的かつオープンな
フォーラムとして、アフリカのオーナーシップ
と国際社会のパートナーシップの理念を具現

■日程：2019年
　 6月28日（金）～29日（土）
■ 開催地：大阪市

■日程：2019年
　8月28日（水）～30日（金）
■開催地：横浜市

G20大阪サミット

TICAD７

界の経済成長の牽
けんいん

引と格差への対処、開発・
地球規模課題への貢献を通じ、あらゆる主体
が活躍できる、自由で開かれた、包摂的かつ
持続可能な社会の実現を目指します（特集

「Ｇ20大阪サミット」223ページ参照）。

化してきました。2019年８月には横浜で
TICAD7が開催予定です。アフリカ諸国、国
際機関や市民社会等から多くの参加者が集ま
ります（特集「TICAD7　開催地 横浜市との
連携」130ページ参照）。

G20ブエノスアイレス・サミット（2018年12月、アルゼンチン　写真提供：内閣広報室）

第6回アフリカ開発会議（TICADⅥ）（2016年8月、ケニア　写真提供：内閣広報室）
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主要な外交・国際交流の機会

4年に一度開催される15人制ラグビーの世界
王者決定戦であるラグビーワールドカップが、
日本で開催されます。ラグビーワールドカッ
プは、夏季オリンピック・パラリンピック、
FIFAワールドカップ（サッカー）と並ぶ世界
三大スポーツイベントの一つと言われていま

夏季オリンピック・パラリンピック競技大会と
しては、1964年の東京大会以来56年振り
の開催となります。「全員が自己ベスト」、「多
様性と調和」、「未来への継承」をスローガン
に、オリンピックには33競技339種目約1

国連犯罪防止刑事司法会議（通称「コングレ
ス」）は、犯罪防止・刑事司法分野における
国連最大規模の国際会議であり、第13回コ
ングレスには、149か国から約4,000名が参
加しました。第14回コングレス（京都コング

■日程：2019年9月20日（金）～11月2日（土）
■開催地：全国12会場

■日程：オリンピック競技大会  2020年7月24日（金）～8月9日（日）
　　　　パラリンピック競技大会  同年8月25日（火）～9月6日（日）
■開催地：東京を中心に４２会場

■日程：2020年
　 4月20日（月）～27日（月）
■ 開催地：京都市

ラグビーワールドカップ2019

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会　

第14回国連犯罪防止刑事司法会議

す。アジアでの初開催でもあり、日本への注
目が期待されます（コラム「『4年に一度じゃ
ない。一生に一度だ。』（ラグビーワールドカッ
プ2019） 240ページ参照）。

レス）では全体テーマである「2030アジェン
ダの達成に向けた犯罪防止、刑事司法及び
法の支配の推進」の下、犯罪防止・刑事司法
分野の対策や国際協力の在り方が議論され
ます（第３章第１節３（３）154ページ参照）。

万1,000選手、パラリンピックには22競技
540種目約4,400選手が参加し、互いに競
い合います（第３章第４節 243ページ参照）。

第13回コングレスの様子（2015年4月、ドーハ） 第14回コングレス開催予定会場
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