
国際社会及び日本の主な動き

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　　2019年9月11日～　茂木敏充

2019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 ブラジル大統領選挙（2018年10月）で選出され
たボルソナーロ氏が大統領に就任

7日 河野外務大臣がインド、ネパール、フランス及びロ
シアを訪問（～15日）

9日 安倍総理大臣がオランダ及び英国を訪問（～11日）
旧朝鮮半島出身労働者問題に関し、日本が、日韓請
求権・経済協力協定に基づく協議を韓国に要請

9日 旧朝鮮半島出身労働者問題に関し、韓国の裁判所
が、日本企業の財産差押えを認めたことが確認され
る

15日 英国下院がメイ首相の欧州連合（EU）離脱協定案
を否決
ケニアの首都ナイロビの複合施設に対する襲撃テロ
事件が発生し21人が死亡、複数名が負傷

17日 米国が新たな「ミサイル防衛見直し（MDR）」を発
表
コロンビアの首都ボゴタで自爆テロ事件が発生し、
21人が死亡、68人が負傷

21日 安倍総理大臣がロシア及びスイス（ダボス会議出
席）を訪問（～23日）
河野外務大臣がロシア及びスイス（ダボス会議出
席）を訪問（～24日）

23日 ベネズエラで、1月10日にマドゥーロ大統領（2
期目）が就任。これに対し、23日、グアイド国会
議長（野党）が暫定大統領就任を宣言し、民主主義
回復を求めて政権側と対立。その後、米国始め米州
諸国、欧州諸国などがグアイド暫定大統領を承認。
経済・社会情勢の悪化により2019年末までに480
万人（国連難民高等弁務官事務所調べ）のベネズエ
ラ人が避難民として周辺国に流入

24日 コンゴ民主共和国大統領選挙（2018年12月）で
選出されたチセケディ氏が大統領に就任

27日 フィリピン南部ホロ島で爆発事件が発生し、20人
以上が死亡、100人以上が負傷

31日 マレーシア統治者特別会議で選出されたアブドゥ
ラ・パハン州スルタンが第16代国王に就任

2月
1日 日・EU経済連携協定（EPA）が発効
4日 メルケル・ドイツ首相が訪日（～5日）
9日 河野外務大臣がフィリピンを訪問（～11日）

12日 マケドニアが国名を北マケドニア共和国に変更
14日 インド北部ジャンム・カシミール州プルワマでイン

ド治安部隊に対するテロ事件が発生し40人以上が
死亡

15日 河野外務大臣が第55回ミュンヘン安全保障会議に
出席（～17日、ドイツ）
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日本関係 国際関係
26日 インドが、14日のジャンム・カシミール州プルワ

マにおけるテロ事件への報復としてパキスタン領内
に空爆。27日、パキスタンが対抗措置としてイン
ド空軍機を撃墜し、パイロットを拘束。3月1日、
パキスタンは同パイロットを解放。

27日 トランプ米国大統領と金
キムジョンウン

正恩北朝鮮国務委員長が2
度目の会談（～28日、ベトナム・ハノイ）
英国下院がEU離脱の条件付き延期を容認するメイ
首相の離脱方針を承認

3月
4日 モザンビーク沖でサイクロン・イダイが発生。同月

中旬にかけて、南部アフリカの複数国を集中豪雨や
強風が襲い、1,000人以上の死者、約300万人の
被災者が発生

12日 英国下院が1月に否決したEU離脱協定案を再度否
決

15日 ニュージーランド・クライストチャーチで、モスク
への銃撃テロ事件が発生し51人が死亡、数十人が
負傷

19日 ナザルバエフ・カザフスタン大統領が辞任、20日、
トカエフ上院議長が大統領に就任

21日 EU首脳会議が、英国離脱期限の4月12日までの
延期で合意

22日 トランプ米国大統領が「イラクとレバントのイスラ
ム国」（ISIL）の支配地域を完全制圧と発表

23日 第5回国際女性会議WAW！開催（～24日、東京）
25日 トランプ米国大統領がネタニヤフ・イスラエル首相

と会談、ゴラン高原のイスラエルの主権を認める宣
言に署名

26日 マクロン・フランス大統領が、メルケル・ドイツ首
相、ユンカー欧州委員会委員長、習

しゅう

近
き ん

平
ぺ い

中国国家主
席との4者会談を開催（フランス・パリ）

29日 英国下院がEU離脱協定案を否決（3度目）
4月
1日 改正された出入国管理及び難民認定法に基づき、在

留資格「特定技能」による外国人材の受入れを開始
5日 河野外務大臣がG7外相会合に出席（～6日、フラ

ンス・ディナール）
7日 第19回統一地方選挙

9日 イスラエル総選挙。5月29日、ネタニヤフ首相の
組閣が失敗し、再選挙へ（9月17日）

10日 EU首脳会議が、英国離脱期限の10月末までの延
期で合意

11日 世界貿易機関（WTO）上級委員会が、韓国による
日本産水産物などに対する輸入規制措置に関する報
告書を公表

13日 河野外務大臣が中国を訪問（～15日）

18日 河野外務大臣が米国（日米「2+2」）を訪問（～20
日）

21日 スリランカのコロンボ市を含む複数の都市で連続爆
破テロ事件が発生し、日本人1人を含む250人以
上が死亡、約500人が負傷
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日本関係 国際関係
22日 安倍総理大臣がフランス、イタリア、スロバキア、

ベルギー、米国及びカナダを訪問（～28日）
24日 ソロモン首相選挙で選出されたソガバレ氏が同日首

相に就任
25日 プーチン・ロシア大統領と金正恩北朝鮮国務委員長

が会談（ロシア・ウラジオストク）
27日 河野外務大臣がサウジアラビアを訪問（～29日）
30日 天皇陛下が御退位
5月
1日 皇太子殿下が御即位。「平成」から「令和」に改元
2日 河野外務大臣がアンゴラ、南スーダン及びエチオピ

アを訪問（～5日）
2日 米国は米国国防授権法上の例外適用をどの国に対し

ても延長せず、事実上の対イラン原油禁輸措置を開
始

4日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射
8日 イランは米国によるイラン核合意離脱への対抗措置

として、核合意に残留しつつ、義務履行の一部停止
などを発表

9日 河野外務大臣がロシアを訪問（～10日） 9日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射
10日 米中通商協議で合意に至らず、米国が約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
25％に引き上げ

11日 ミクロネシア大統領選挙で選出されたパニュエロ氏
が同日大統領に就任

12日 北マケドニア大統領選挙（5月）で選出されたペン
ダロフスキ氏が大統領に就任

13日 英国、フランス、ドイツ、EUの外相が協議、イラ
ン核合意維持の方針で一致（ベルギー・ブリュッセ
ル）

17日 河野外務大臣がタジキスタンを訪問（～19日）
20日 旧朝鮮半島出身労働者問題に関し、日本が日韓請求

権・経済協力協定に基づく仲裁付託を韓国に通告
20日 ウクライナ大統領選挙（4月）で選出されたゼレン

スキー氏が大統領に就任
21日 河野外務大臣が経済協力開発機構（OECD）閣僚

理事会及びWTO関連会合に出席（～23日、フラ
ンス・パリ）

25日 トランプ米国大統領が国賓として訪日（～28日）
30日 オニール首相の辞任を受けて、マラペ前金融相がパ

プアニューギニア首相に就任
6月

1日 中国が約600億米ドル相当の米国からの輸入品に
対する追加関税を25％に引き上げ
エルサルバドル大統領選挙（2月）で選出されたブ
ケレ氏が大統領に就任

7日 メイ英国首相が辞任
9日 香港で「逃亡犯罪人条例」改正案に反対する大規模

デモ発生（9月4日、香港政府が改正案の撤回を表
明、その後も警察との衝突が継続）

11日 河野外務大臣がスウェーデン及びイランを訪問
（～13日）

12日 安倍総理大臣がイランを訪問（～13日）
13日 ホルムズ海峡付近において日本関係船舶を含む民間

船舶が攻撃を受ける事案が発生
15日 河野外務大臣がモンゴルを訪問（～17日） 15日 スロバキア大統領選挙（3月）で選出されたチャプ

トヴァー氏が大統領に就任
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日本関係 国際関係
18日 新潟で震度6強の地震が発生

20日 習近平中国国家主席が北朝鮮の平
ピョンヤン

壌を訪問、金正恩
北朝鮮国務委員長と会談（～21日）
イランが米軍無人偵察機を撃墜

27日 秋篠宮皇嗣同妃両殿下が国交樹立100周年の機会
にポーランドを、外交関係樹立100周年の機会に
フィンランドを御訪問（～7月5日）

28日 G20大阪サミット開催（～29日、大阪）
30日 日本が国際捕鯨委員会（IWC）から脱退、7月から

領海及び排他的経済水域（EEZ）で捕鯨業が再開
30日 トランプ米国大統領と金正恩北朝鮮国務委員長が面

会（韓国・板門店）
7月
1日 日本が、韓国に関する輸出管理上のカテゴリーの見

直し及びフッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素
の3品目の個別輸出許可への切替えを発表

1日 イランが、核合意で規定される低濃縮ウランの貯蔵
量の上限を超過したと発表。7日、イランが、核合
意で規定されるウラン濃縮レベルを超過する濃縮開
始を発表（翌日、IAEAが超過した旨確認）
パナマ大統領選挙（5月）で選出されたコルティソ
氏が大統領に就任

8日 ラトビア大統領選出投票（5月）で選出されたレ
ヴィッツ氏が大統領に就任

9日 眞子内親王殿下が日本人移住120周年の機会にペ
ルー及びボリビアを御訪問（米国お立ち寄り）
（～20日）

9日 米国がホルムズ海峡などにおける民間船舶の安全確
保のための有志連合結成の考えを表明

12日 リトアニア大統領選挙（5月）で選出されたナウ
セーダ氏が大統領に就任

17日 世界保健機関（WHO）が、コンゴ民主共和国東部
におけるエボラ出血熱流行を「国際的に懸念される
公衆衛生上の緊急事態」（PHEIC）に指定

18日 米国は、ホルムズ海峡航行中の米軍強襲揚陸艦が、
接近してきたイランの無人機を破壊したと発表。イ
ランは関与を否定

20日 ボスニア・ヘルツェゴビナ国政選挙（2018年10
月）で選出されたコムシッチ氏が、ドディック氏に
代わり大統領評議会議長（3民族の代表の8か月ご
との輪番制）に就任

21日 第25回参議院議員選挙
24日 ジョンソン英国前外相が首相に就任
25日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射

29日 河野外務大臣がバングラデシュ、ミャンマー、タイ
（ASEAN関連外相会議出席）、フィジー、パラオ、
ミクロネシア及びマーシャル諸島を訪問（～8月9
日）

31日 東京電力が福島第2原子力発電所の廃炉を正式決定 31日 北朝鮮が弾道ミサイル（可能性）2発を発射
8月

1日 モーリタニア大統領選挙（6月）で選出されたガズ
ワニ氏が大統領に就任

2日 日本が、韓国に関する輸出管理上のカテゴリーの見
直しについての政令を閣議決定

2日 北朝鮮が弾道ミサイル（可能性）2発を発射
中距離核戦力（INF）全廃条約が終了

4日 エジプトの首都カイロにおいて車両の爆発によるテ
ロ事件が発生し、20人以上が死亡、47人が負傷

5日 米国が中国を「為替操作国」に認定
6日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射
10日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射

321外交青書 2020

国際社会及び日本の主な動き



日本関係 国際関係
12日 河野外務大臣がブルガリア、スロベニア、クロアチ

ア、セルビア及びイタリアを訪問（～17日）
16日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射
17日 アフガニスタンの首都カブール西部の結婚式場に対

する自爆テロが発生し、63人が死亡、182人が負
傷
スーダンで国軍と国民の代表が政治合意と憲法宣言
に署名

20日 河野外務大臣が日中韓外相会議に出席（～22日、
中国・古北水鎮）

20日 米国が台湾へのF16戦闘機66機売却を承認

22日 韓国が日韓秘密軍事情報保護協定（GSOMIA）の
終了を発表

23日 ボルソナーロ・ブラジル大統領がアマゾン森林火災
の対応のため軍の出動を指示

24日 安倍総理大臣がG7ビアリッツ・サミットに出席
（～26日、フランス・ビアリッツ）

24日 G7ビアリッツ・サミット開催（～26日、フラン
ス・ビアリッツ）
北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射

27日 ナウル大統領選挙で選出されたエニミア氏が同日大
統領に就任

28日 第7回アフリカ開発会議（TICAD7）開催（～30
日、横浜）

9月
1日 米中双方が相手国からの輸入品に対し更なる追加関

税を発動（追加関税措置第4弾の一部）
2日 バフタゼ・ジョージア首相が辞任、8日ガハリア前

副首相兼前内相が首相に就任
4日 安倍総理大臣が東方経済フォーラムに出席（～6日、

ロシア・ウラジオストク）
5日 スーダン国軍によるバシール大統領解任（4月）を

受けて、ハムドゥーク新首相による新暫定政府が発
足

6日 ムガベ前ジンバブエ大統領が死去
9日 台風15号が上陸

10日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射
11日 第4次安倍第2次改造内閣発足

12日 ポヒヴァ・トンガ首相が死去
14日 サウジアラビア東部の石油施設への無人機攻撃事案

が発生
15日 佳子内親王殿下が友好150周年の機会にオースト

リアを、外交関係樹立150周年の機会にハンガリー
を御訪問（～24日）

16日 ソロモン諸島が台湾と断交、21日、中国と外交関
係樹立

17日 イスラエルで、4月の総選挙後の組閣失敗を受けて
再度総選挙。ネタニヤフ首相、ガンツ「青と白」共
同代表が相次いで組閣できず、12月11日、2020
年3月2日に再々選挙を行うことが決定
第74回国連総会開会

19日 ツバル首相選挙で選出されたナタノ氏が同日首相に
就任

20日 アジア初のラグビーワールドカップが日本で開幕
（～11月2日）

20日 キリバスが台湾と断交、27日、中国と外交関係樹
立
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日本関係 国際関係
22日 茂木外務大臣が国連総会に出席（～27日、米国・

ニューヨーク）
23日 安倍総理大臣が米国（国連総会出席）及びベルギー

を訪問（～27日）
23日 国連ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）

ハイレベル会合開催（米国・ニューヨーク）
24日 国連SDG（持続可能な開発目標）サミット2019

開催（～25日、米国・ニューヨーク）
10月
1日 消費税が8％から10％へ引上げ

2日 北朝鮮が潜水艦発射弾道ミサイル1発を発射（日本
の排他的経済水域（EEZ）内に落下）

5日 米国と北朝鮮が実務者協議を実施（スウェーデン・
ストックホルム）

7日 日米両国が日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定
に署名

7日 米国がシリア北東部からの米軍撤退を表明、9日、
トルコが「平和の泉」作戦を開始。推計22万人以
上の国内避難民が発生

8日 トンガ首相選挙（9月）で選出されたトゥイオネト
ア氏が首相に就任

10日 ディアスカネル・キューバ国家評議会議長が、新憲
法の下、大統領に就任

12日 台風19号が上陸
15日 モザンビーク・ニュシ大統領が総選挙にて再選
17日 英国とEUが、離脱協定案に合意。その後、英国議

会下院は離脱協定案などを承認せず
22日 即位礼正殿の儀

23日 チュニジア大統領選挙第2回投票（13日）で選出
されたサイード氏が大統領に就任

24日 ロシアが、第1回ロシア・アフリカ・サミットを開
催（ロシア・ソチ）

27日 米国がバクダーディ「イラクとレバントのイスラム
国（ISIL）」指導者の死亡を発表

28日 EUが、英国離脱期限の2020年1月末までの延期
で合意

30日 チリが治安など国内情勢を理由に、同国で開催予定
だったアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議・
閣僚会議及び国連気候変動枠組条約第25回締約国
会議（COP25）の中止を発表

31日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射
11月
3日 安倍総理大臣がASEAN関連首脳会議に出席（～5

日、タイ・バンコク）
4日 ASEAN関連首脳会議の際に、第3回RCEP首脳会

議開催。首脳共同声明を採択
米国が「パリ協定」（気候変動対策の国際的枠組み）
からの離脱を通告

5日 イランが、テヘラン近郊の核関連施設（フォルド施
設）でのウラン濃縮活動を再開すると発表

10日 大統領選挙の不正疑惑をめぐりモラレス・ボリビア
大統領が辞任し、12日、メキシコへ亡命。同日、
アニェス上院副議長が暫定大統領就任を宣言

11日 オーストラリア東部の森林火災により、ニューサウ
スウェールズ州及びクイーンズランド州が非常事態
宣言を発出
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日本関係 国際関係
14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）が首脳会談を開催（ブラジ
ル・ブラジリア）

18日 スリランカ大統領選挙（16日）で選出されたゴタ
バヤ・ラージャパクサ氏が大統領に就任

22日 G20愛知・名古屋外務大臣会合（～23日、愛知） 22日 韓国が、GSOMIAについて終了通告の効力停止を
発表

28日 北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射
30日 茂木外務大臣がインド（第1回日印「2+2」）を訪

問（～12月1日）
12月

1日 欧州理事会議長にベルギーのシャルル・ミシェル前
首相が就任
欧州委員会委員長にドイツのフォン・デア・ライエ
ン前国防相が就任

2日 国連気候変動枠組条約第25回締約国会議（COP25）
開催（～15日、スペイン・マドリード）

4日 国会が日米貿易協定・日米デジタル貿易協定の締結
を承認

4日 アフガニスタンの銃撃テロ事件で、中村哲医師を含
む6人が死亡

9日 ノルマンディ・フォーマット（ロシア・ウクライ
ナ・フランス・ドイツ）首脳会談で、ウクライナ東
部の紛争について年内の完全停戦などで合意（フラ
ンス・パリ）

10日 WTO上級委員会が、委員の任期切れにより、新規
案件の審理が事実上不可能な状況に
アルゼンチン大統領選挙（10月27日）で選出され
たフェルナンデス氏が大統領に就任

12日 茂木外務大臣がスリランカ及びスペイン（ASEM
外相会合出席）を訪問（～16日）

12日 英国総選挙で、ジョンソン首相率いる保守党が勝利

13日 米中両国が米中貿易協議の「第一段階の合意」に達
したと発表。米国は15日に予定していた新たな制
裁関税を見送り。15日、中国も追加関税の発動の
見送りを発表

17日 茂木外務大臣がロシアを訪問（～20日）
根室市の漁船5隻の連行事案発生。24日、乗組員
が帰還

19日 アルジェリア大統領選挙（12日）で選出されたテ
ブン氏が大統領に就任

23日 安倍総理大臣が日中韓サミットに出席（～25日、
中国・成都）
茂木外務大臣が日中韓サミットに出席（～25日、
中国・成都）

27日 中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する
政府の取組について、閣議決定

27日 イラク北部の米軍基地に対して攻撃事案が発生し、
米国民1名死亡

29日 米国は、イラク及びシリアの人民動員部隊（PMU）
基地を空爆

31日 原因不明のウイルス性肺炎に関し、中国がWHO
中国事務所に対し武漢での症例を通知
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