
※要人往来については、日本の総理大臣及び外務大臣の外国訪問のみを記載
　要人往来の詳細については、資料編「要人往来」参照
※要人などの肩書きは当時のもの
※日付・期間は現地時間

総理大臣 2020年9月16日～　菅義偉　　　2021年10月  4日～　岸田文雄
外務大臣 2019年9月11日～　茂木敏充　　2021年11月10日～　林芳正

2021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 日英包括的経済連携協定（日英EPA）が発効
4日 茂木外務大臣がメキシコ、ウルグアイ、アルゼンチ

ン、パラグアイ、ブラジル、セネガル及びケニアを
訪問（13日まで）

5日 サウジアラビアで開かれた湾岸協力理事会（GCC）
首脳会合で、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、
バーレーン、エジプトがカタールとの関係回復に合
意
北朝鮮・平壌で5日から12日まで、朝鮮労働党第
8回大会が開催

6日 トランプ米国大統領支持者が米議会に乱入
8日 東京・埼玉・千葉・神奈川に、新型コロナウイルス

特別措置法に基づく緊急事態措置を適用（3月21
日に全面解除）

8日 元慰安婦等12人が日本国政府に対して提起した訴
訟において、ソウル中央地方裁判所が日本国政府に
対し、原告への損害賠償の支払等を命じる判決を出
す。（1月23日、同判決が確定）

9日 日韓外相電話会談
10日 金

キム・ジョンウン

正恩国務委員長が朝鮮労働党総書記に就任
11日 日・ナイジェリア外相電話会談

13日 米国下院がトランプ大統領の弾劾訴追決議案を可決
（トランプ氏の弾劾訴追は2回目で、大統領の2度
の弾劾訴追は史上初）

14日 京都、大阪など7府県に、新型コロナウイルス特別
措置法に基づく緊急事態措置を適用（2月28日に
全面解除）

14日 北朝鮮・平壌で朝鮮労働党第8回大会記念閲兵式が
開催

15日 インドネシアでマグニチュード6.2の地震が発生
17日 ドイツから帰国直後のロシアの反体制派ナヴァリ

ヌィ氏をロシア治安当局が空港で拘束
20日 米国大統領選挙（2020年11月）で選出されたバ

イデン氏が大統領に就任
21日 パラオ大統領選挙（2020年11月）で選出された

スランゲル・S・ウィップス・Jr.氏が大統領に就任
22日 核兵器禁止条約が発効

25日 茂木外務大臣がEU外務理事会（オンライン形式）
に出席

26日 バイデン大統領就任後初の米露首脳電話会談
27日 日米外相電話会談
28日 日米首脳電話会談 28日 キルギス大統領選挙（10日）で選出されたサディ

ル・ジャパロフ首相が大統領に就任
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日本関係 国際関係
29日 茂木外務大臣がスイス主催世界貿易機関（WTO）

非公式閣僚会合（オンライン形式）に出席
29日 欧州委員会は製薬会社がEU域内で製造した新型コ

ロナのワクチンを輸出する際には、加盟国の承認を
義務付ける措置を導入すると発表
WHO・中国合同調査団が中国湖北省武漢市で新型
コロナウイルス起源に関する現地調査を開始

31日 ベトナム共産党第13回党大会で最高指導者チョン
書記長の3期目の続投が決定

2月
1日 茂木外務大臣が日EU・EPA合同委員会第2回会合
（オンライン形式）に出席

1日 ミャンマーでクーデターが発生。ミャンマー国軍が
アウン・サン・スー・チー国家最高顧問ら与党幹部
を拘束
中国が中国海警局の組織、職責、権限などを定める
中華人民共和国海警法を施行
英国がTPP11協定への加入を申請

2日 ロシアで2014年に反体制派ナヴァリヌィ氏に下さ
れた執行猶予付き有罪判決が実刑に切り替え、収監
へ

3日 茂木外務大臣が第4回日英外務・防衛閣僚会合（「2
＋2」）（オンライン形式）に出席
日・カナダ首脳電話会談

3日 米国及びロシアが、両国間の新戦略兵器削減条約
（新START）の延長に関する声明をそれぞれ発表

7日 ミャンマー国軍のクーデターに対してヤンゴンで大
規模デモ

9日 日豪外相電話会談 9日 ミャンマー治安当局が抗議デモを武力で弾圧
10日 日・インドネシア外相電話会談

日米外相電話会談
10日 バイデン大統領就任後初の米中首脳電話会談

11日 バイデン米国大統領が対ミャンマー制裁の根拠法令
となる大統領令への署名を発表

13日 新型コロナウイルス改正関連法が施行、「まん延防
止等重点措置」が新設

13日 米国連邦議会襲撃に係る弾劾裁判で、上院がトラン
プ前米国大統領に無罪判決を下す
コンテ首相の辞任を受けイタリアにおいてドラギ氏
が首相に就任

14日 米・ファイザー社製の新型コロナワクチンが国内初
承認

15日 WTOがナイジェリア出身のオコンジョ＝イウェア
ラ氏を初の女性事務局長に選出

16日 日英首脳電話会談
18日 日米豪印外相電話会談
19日 菅総理大臣がG7首脳テレビ会議に出席 19日 英国王室がヘンリー王子夫妻の公務引退を発表

22日 ジョンズ・ホプキンス大が米国の新型コロナ死者が
50万人を超えたと発表
185人が死亡したニュージーランド南部の地震か
ら10年

23日 第46回国連人権理事会ハイレベルセグメント（オ
ンライン形式）で茂木外務大臣がビデオメッセージ
を発出

24日 開発途上国への新型コロナワクチンの公平な分配を
目指す国際的枠組み「COVAX」による初めてのワ
クチン供給として、60万回分がガーナに届く
トルコで元日産自動車会長ゴーン氏の逃亡に協力し
た航空会社元幹部らに有罪判決が下る

25日 日豪首脳電話会談
日・ブルネイ外相電話会談

25日 バイデン米国政権がシリアの武装勢力の拠点を空爆
（政権初の軍事攻撃）
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日本関係 国際関係
3月
2日 日・アフガニスタン外相電話会談 2日 国際エネルギー機関（IEA）が2020年のCO2排

出量が5.8％削減されたことを発表
4日 日・インドネシア外相電話会談
7日 第14回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレ

ス）を開催（12日まで）
8日 日・タイ外相電話会談
9日 日印首脳電話会談
10日 日・イラン外相電話会談
11日 東日本大震災発生から10年

茂木外務大臣がオコンジョWTO事務局長と電話会談
12日 日米豪印首脳テレビ会議
16日 日・スウェーデン首脳電話会談 16日 米国ジョージア州で銃撃事件、アジア系女性を含む

8人が死亡
18日 米国アラスカ州アンカレジでブリンケン国務長官、

サリバン大統領補佐官と、楊
よう

潔
けつ

篪
ち

中国共産党政治局
員、王

おう

毅
き

国務委員兼外相が会談
19日 日・イタリア首脳電話会談 19日 マグフリ・タンザニア前大統領の逝去を受け、サミ

ア大統領が就任
22日 日越首脳電話会談 22日 ラオス国民議会の選任により、トンルン国家主席及

びパンカム首相が就任
23日 日・ポーランド首脳電話会談

茂木外務大臣がタイ米国通商代表と電話会談
23日 第46回国連人権理事会が北朝鮮人権状況決議を14

年連続で採択

25日 北朝鮮が弾道ミサイルを2発発射
27日 ミャンマー・ネーピードーで国軍記念日式典の抗議

デモに参加した市民らを国軍が銃撃し、現地報道で
は少なくとも114人が死亡

30日 日・インドネシア防衛装備品・技術移転協定が署
名・発効

30日 中国全国人民代表大会常務委員会で香港選挙制度を
変更する「香港基本法改正案」を採択
新型コロナの起源に関するWHO中国国際調査団
の報告書公表

31日 茂木外務大臣がG7貿易大臣第1回会合（オンライ
ン形式）に出席
在日米軍駐留経費負担に係る特別協定改正議定書が
発効

4月
1日 茂木外務大臣が第2回日・アラブ政治対話（オンラ

イン形式）に出席
3日 ヨルダン軍が王室の元高官らを逮捕し、異母弟の前

皇太子を軟禁
5日 日中外相電話会談

宮城、大阪、兵庫に新型コロナに対する特別措置法
に基づく「まん延防止等重点措置」を適用（4月
12日以降、対象地域は東京を含め全国的に拡大（8
月に最多で16道県）。9月30日までに全面解除）

5日 ベトナム国会の選任により、フック国家主席及びチ
ン首相が就任

6日 オーストリア・ウィーンで米国とイランが「イラン
核合意」をめぐりEUを介して間接協議を開始

7日 日・ラオス首脳電話会談
9日 日・タイ首脳電話会談
12日 高齢者への新型コロナワクチン接種開始
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日本関係 国際関係
13日 茂木外務大臣が日独外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）

（オンライン形式）に出席
13日 イランが国内で製造する濃縮ウランの濃度を60％

まで引き上げる方針を発表
14日 熊本地震（2016年）から5年が経過

日・ウクライナ首脳電話会談
14日 バイデン米国大統領がアフガニスタン駐留米軍の最

終的な撤収を5月1日に開始し、9月11日の同時多
発テロから20周年までに完全撤収すると発表（7月
8日には撤収期限を8月末へ前倒しすることを発表）

15日 菅総理大臣が米国を訪問（17日まで）
16日 キューバ共産党ラウル・カストロ第一書記が辞任表

明。後任はディアスカネル大統領
ミャンマー民主派が「国民統一政府」を設立

20日 日・フィリピン外相電話会談 20日 2020年5月の米ミネソタ州での白人警官による黒
人男性の暴行死事件で元警官の白人デレク・ショー
ビン被告に有罪評決
イドリス・デビー・イトゥノ・チャド大統領が死
去、軍事移行評議会の設置を発表

21日 韓国で元慰安婦等20名が日本政府に賠償を求めた
訴訟に対し、ソウル中央地裁が賠償請求を却下

22日 菅総理大臣が米国主催の気候サミット「Leaders 
Summit on Climate」の首脳級セッションにオン
ラインで参加し、スピーチを行う
日・インドネシア外相電話会談

24日 インドネシア・ジャカルタで東南アジア諸国連合
（ASEAN）リーダーズ・ミーティングが開催。「5
つのコンセンサス」（①暴力の即時停止、②全ての
当事者による建設的な対話の開始、③ASEAN議長
特使による対話プロセスの仲介調停促進、④
ASEANによる人道的支援の提供、⑤特使がミャン
マーを訪問し全ての当事者と会合すること）を含む
議長声明を発表

25日 東京・京都・大阪・兵庫に、新型コロナウイルス特
別措置法に基づく緊急事態措置を適用（5月12日以
降、愛知など5道県が対象に加わり、6月20日に解
除。沖縄は5月23日に適用され9月30日に解除）

26日 日印首脳電話会談 26日 ベラルーシでチョルノービリ原発事故犠牲者追悼デモ
EUが新型コロナワクチンの供給遅れをめぐり、英
国製薬会社アストラゼネカを提訴

27日 日・ベトナム外相電話会談 27日 星出彰彦氏が日本人2人目となる国際宇宙ステー
ション船長に就任

29日 茂木外務大臣がスロベニア、ボスニア・ヘルツェゴ
ビナ、英国及びポーランドを訪問（5月7日まで）

30日 菅総理大臣がブルームバーグ国連気候変動担当特使
と電話会談
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日本関係 国際関係
5月
3日 茂木外務大臣がG7外務・開発大臣会合に出席（5

日まで、英国・ロンドン）
6日 茂木外務大臣が第7回「V4＋日本」外相会合に出

席（7日まで、ポーランド・ワルシャワ）
6日 米国が新型コロナワクチンの知的財産保護免除の支

持を表明
8日 EUが開催した首脳会議（オンライン形式）にモ

ディ・インド首相が参加し、自由貿易協定（FTA）
の交渉再開やインフラやエネルギーなどの分野で協
力することに合意

10日 4月中旬以降のエルサレムや西岸地区での衝突激化
を背景に、5月10日以降、ガザ地区からイスラエ
ルに向けロケット弾が断続的に発射され、イスラエ
ル軍は報復としてガザ地区のハマス関連施設を攻撃

11日 日・ベトナム首脳（フック国家主席）電話会談
12日 日・カザフスタン首脳電話会談

日・ウズベキスタン首脳電話会談
13日 日・トルクメニスタン首脳電話会談
15日 ロシア当局による稚内の漁船の「連行」事案発生

（6月11日に帰港）
17日 日・ベトナム首脳（チン首相）電話会談
19日 茂木外務大臣がタイ米国通商代表と電話会談

日・フィリピン首脳電話会談
20日 バイデン米国大統領が米国で多発しているアジア系

住民への憎悪犯罪対策を強化する「新型コロナウイ
ルス・ヘイトクライム法案」に署名し、成立

21日 米・エジプトの仲介により、イスラエルとパレスチ
ナ武装勢力ハマスが、各々無条件の停戦を宣言

23日 ベラルーシ政府が民間の旅客機を強制着陸させ、反
政府派の男性ジャーナリストを拘束

24日 米国務省は日本での新型コロナ感染拡大を受け、渡
航警戒レベルを最も厳しい「渡航中止」（レベル4）
に引き上げ（6月8日に「渡航の再検討」（レベル3）
に引き下げ）
エクアドル大統領選挙決選投票（4月）で選出され
たギジェルモ・ラッソ氏が大統領に就任

25日 日・シンガポール首脳電話会談
茂木外務大臣がトラス英国国際貿易相と電話会談

26日 日・ブルネイ外相電話会談
日・イスラエル外相電話会談
日・ヨルダン外相電話会談

27日 日・パレスチナ外相電話会談
茂木外務大臣がG7貿易大臣第2回会合（オンライ
ン形式）に出席
菅総理大臣が第27回日EU定期首脳協議（オンラ
イン形式）に参加

27日 シリア人民議会が4期目を目指し立候補していた現
職のアサド大統領の再選を発表
世界気象機関（WMO）が2025年までに「産業革
命前に比べて、平均気温が1.5度以上高い」年の発
生可能性が40％以上であることを発表

28日 日英首脳電話会談
ロシア当局による稚内の漁船の「連行」事案発生
（6月11日に帰港）
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日本関係 国際関係
6月
2日 日本政府とGaviの共催でCOVAXワクチン・サ

ミット（AMC増資首脳会合）を開催（オンライン
形式）、菅総理大臣と茂木外務大臣が出席

2日 第4回TPP委員会会合において英国のTPP11協定
加入手続の開始と加入作業部会（AWG）の設置が
決定

7日 日・エジプト外相電話会談 7日 韓国ソウル中央地裁は旧朝鮮半島出身労働者関連訴
訟で、日本企業への損害賠償を求める原告の訴えを
却下
5月24日マリ国軍の一部兵士が、ンダオ暫定大統
領らを拘束したことを受けゴイタ大佐が暫定大統領
に就任

8日 WTOがTRIPS（知的所有権の貿易関連の側面に関
する）理事会を開催、新型コロナウイルスの特許な
ど知財保護を一時停止する提案を議論し、加盟国は
今後も集中的な議論を行うことに合意

9日 茂木外務大臣が第9回日豪外相・防衛閣僚協議（「2
＋2」）（オンライン形式）に出席
日豪外相電話会談
日・ブルネイ外相電話会談

10日 日・インドネシア外相電話会談
菅総理大臣が英国を訪問、G7サミットに出席（13
日まで、英国・コーンウォール）

13日 イスラエル総選挙（3月）の結果ベネット氏が首相
に就任、イスラエルの政権交代は12年ぶり
英国・コーンウォールで開催されたG7サミットで、
開発途上国へのワクチン支援や東京2020大会開催
への支持などが盛り込まれた首脳宣言を発表

14日 北大西洋条約機構（NATO）首脳会合において、日
本を含むアジア太平洋のパートナー国との政治的対
話及び実務的協力を拡大するとのコミュニケを発出

16日 茂木外務大臣がリム・ジョクホイASEAN事務総長
と電話会談

16日 バイデン米国大統領とプーチン・ロシア大統領が
ジュネーブで初の対面会談

18日 グテーレス国連事務総長の2026年までの続投が決定
22日 日・モルディブ外相電話会談

日・バングラディシュ外相電話会談
23日 香港警察が国家安全維持法違反容疑で「リンゴ日

報」のCEOや編集幹部を逮捕、翌24日廃刊
24日 ベニグノ・アキノ・フィリピン前大統領が死去
25日 モンゴル大統領選挙（9日）で選出されたオフ

ナー・フレルスフ氏が大統領に就任
ILO（国際労働機関）総会で2019年に採択された
職場での暴力やハラスメントの撤廃に関する国際条
約が発効

28日 茂木外務大臣がイタリア・バーリ、マテーラで
G20外相及び開発大臣関連会合に出席（30日まで）

28日 米国とウクライナ海軍を中心とした大規模軍事演習
が黒海で始まる

29日 第9回太平洋・島サミット（PALM9、7月2日開催）
に関連する二国間首脳テレビ会談が開催（対象国：
ツバル、フィジー、キリバス、パプアニューギニ
ア、バヌアツ、パラオ）
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日本関係 国際関係
30日 第9回太平洋・島サミット（PALM9、7月2日開催）

に関連する二国間首脳テレビ会談が開催（対象国：
クック諸島、ミクロネシア、ニウエ、トンガ、ソロ
モン諸島、ナウル）（6月30日から7月1日まで）
ロヤック・マーシャル大統領代行による菅総理大臣
表敬（オンライン形式）
茂木外務大臣がエストニア、ラトビア及びリトアニ
アを訪問（6月30日から7月3日まで）

7月
1日 サンタ・ニューカレドニア自治政府大統領による菅

総理大臣表敬（オンライン形式）
1日 中国・北京で中国共産党創立100周年祝賀大会が

開催
2日 菅総理が第9回太平洋・島サミットサミット
（PALM9）にオンライン形式で参加

3日 熱海市で大規模な土砂災害が発生、死傷者は約30人
7日 モイーズ・ハイチ大統領暗殺

南アフリカでズマ前大統領の収監をきっかけに
330人以上が死亡する騒乱が発生

8日 新型コロナによる死者数が世界全体で400万人を
超える（ジョンズ・ホプキンス大学統計）

9日 イスラエル大統領選挙（6月）で選出されたヘル
ツォグ氏が大統領に就任

11日 新型コロナの感染者約7,000人と最多記録を更新
したキューバにおいて反政府デモが発生
習近平中国国家主席と金正恩北朝鮮国務委員長が中
朝友好協力相互援助条約60周年で祝電を交換

12日 東京に新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急
事態措置を再適用（8月2日以降、対象地域は全国
的に拡大（8月に最多で21都道府県）。9月30日
までに全面解除

12日 南シナ海に関する比中仲裁判断から5年

13日 国際航路標識機関条約の署名及び受諾書の寄託 13日 5月の信任決議の否決により、前首相が辞任し新た
に議会多数派を形成するネパール・コングレス党の
デウバ党首が首相に就任

14日 ドイツ、ベルギーで集中豪雨が発生、約200人が
死亡

15日 菅総理大臣が全米商工会議所・米日経済協議会会員
企業との会議（オンライン形式）に出席
インド・ヴァラナシ市で開催された「ヴァラナシ国
際協力・コンベンションセンター」立ち上げ式で菅
総理大臣がビデオメッセージを発出
茂木外務大臣がグアテマラ、パナマ及びジャマイカ
を訪問（20日まで）

16日 菅総理大臣がAPEC非公式首脳リトリート会合（オ
ンライン形式）に出席
茂木外務大臣が第4回日・中米統合機構（SICA）
外相会合（一部オンライン形式）に出席
日・コスタリカ電話外相会談

19日 日・キューバ電話外相会談
日・セントビンセント及びグレナディーン諸島電話
外相会談

20日 日・トリニダード・トバゴ電話外相会談
茂木外務大臣が第7回日・カリブ共同体（カリコ
ム）外相会合（オンライン形式）に出席
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日本関係 国際関係
22日 米国政府はキューバの市民デモを弾圧したとして、

同国のミエラ国防相と内務省の特殊部隊に対し、資
産凍結などの経済制裁を課すと発表

23日 第32回オリンピック競技大会（東京2020オリン
ピック競技大会）開会（8月8日まで）
日米外相電話会談

23日 サモアでフィアメ・ナオミ・マタアファ氏が同国女
性初の首相に就任

26日 国際連合教育科学文化機関（UNESCO）第44回
世界遺産委員会拡大会合（オンライン形式）におい
て「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の
世界自然遺産への登録（26日）、「北海道・北東北
の縄文遺跡群」の世界文化遺産への登録（27日）
がそれぞれ決定
ミシュスチン・ロシア首相が択捉島を「訪問」した
ことを受け日本がロシア側に抗議

26日 バイデン米国大統領とカディミ・イラク首相が、イ
ラクに駐留する米軍が年内に過激派組織「イスラム
国」（IS）に対する戦闘任務を終えることで合意
先住民（イヌイット）出身で外交官としての経歴も
有するメアリー・サイモンがカナダ総督に就任

27日 マクロン・フランス大統領はタヒチでポリネシア核
実験についての被害責任を認め、補償制度の改善、
関連公文書開示を表明

28日「日・フィリピン国交正常化65周年」に際し、菅
総理大臣がビデオメッセージを発出
「東北-イスラエル・スタートアップ・グローバル
チャレンジ・プログラム」キックオフイベントで茂
木外務大臣がビデオメッセージを発出

28日 ペルー大統領選挙決選投票（6月）で選出されたカ
スティージョ氏が大統領に就任

29日 茂木外務大臣が世界教育サミットにおいてビデオ
メッセージを発出

8月
1日 羽田・成田空港において海外在留邦人等向けワクチ

ン接種事業開始
1日 ミャンマー国軍がミン・アウン・フライン国軍司令

官を首相とする「暫定政権」を発足
オリンピックのため訪日中のベラルーシの五輪選手
が政治亡命を訴えるビデオメッセージを発出

3日 茂木外務大臣が日ASEAN外相会議・第22回
ASEAN＋3（日中韓）外相会議（オンライン形式）
に出席

4日 日・アゼルバイジャン外相電話会談
茂木外務大臣が第11回東アジア首脳会議（EAS）
参加国外相会議（オンライン形式）に出席

5日 茂木外務大臣がフレンズオブメコン閣僚会合（オン
ライン形式）に出席

5日 イラン大統領選挙（6月）で選出されたライースィ
氏が大統領に就任

6日 茂木外務大臣が第28回ASEAN地域フォーラム
（ARF）閣僚会合（オンライン形式）に出席
日米外相電話会談
茂木外務大臣がフレンズオブメコン閣僚会合（オン
ライン形式）に出席
茂木外務大臣が第14回日・メコン外相会議（オン
ライン形式）に出席

9日 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が、2021
年から2040年の間に、工業化以前と比べて1.5度
気温が上昇するとの予測を発表

10日 日米首脳電話会談
11日 日・クウェート外相電話会談

日露外相電話会談
日・タイ外相電話会談
茂木外務大臣が第5回タイ・ハイレベル合同委員会
（オンライン形式）に出席

国際社会及び日本の主な動き

332 DIPLOMATIC BLUEBOOK 2022



日本関係 国際関係
12日 日・OECD特権・免除に関する改正交換公文が発効

日・カナダ外相電話会談
日・ブルネイ外相電話会談
日・ルワンダ外相電話会談

12日 ザンビア大統領選挙（12日）で選出されたヒチレ
マ氏が大統領に就任

14日 ハイチでマグニチュード7・2の地震が発生
15日 在アフガニスタン日本国大使館が一時閉鎖

茂木外務大臣がエジプト、パレスチナ、イスラエ
ル、ヨルダン、トルコ、イラク、イラン、カタール
を訪問（23日まで）

15日 アフガニスタンでタリバーンが首都カブールを制
圧、ガーニ大統領は国外に出国

16日 ムヒディン・マレーシア首相が辞任、イスマイル・
サブリ氏が21日に首相に就任

19日 茂木外務大臣がアフガニスタン情勢に関するG7外
務・開発大臣会合（オンライン形式）に出席

19日 G7外務・開発大臣会合で、議長国英国は「G7外
相は外国人やアフガニスタン人の国外退避への協力
をタリバーン側に要請する」と明記した声明を発出

20日 WHOにおいて新たな病原体の起源に関する国際的
な科学的諮問グループ（SAGO）が発足

21日 メルケル・ドイツ首相とプーチン・ロシア大統領と
の会談が実現するも人権問題や民主主義をめぐる問
題で合意は得られず

23日 自衛隊機のアフガニスタンへの派遣を決定（8月
27日、アフガニスタンからの出国を希望した邦人
を輸送）

24日 第16回パラリンピック競技大会（東京2020パラ
リンピック競技大会）開会（9月5日まで）
菅総理大臣がアフガニスタン情勢に関するG7首脳
テレビ会議に出席

25日 目時政彦氏が万国郵便連合（UPU）事務局長に当選
26日 新型コロナウイルスワクチン接種証明書の申請受付

開始
26日 アフガニスタンのカブール国際空港付近で爆破テロ

があり、170人以上が死亡
29日 ロゲ国際オリンピック委員会（IOC）前会長が死去

30日 茂木外務大臣がアフガニスタンに関する閣僚会合
（オンライン形式）に出席

30日 アフガニスタン駐留米軍が撤退、20年にわたる駐
留が終了

31日 日・イスラエル外相電話会談
9月
1日 日・英原子力協定改正議定書が発効

デジタル庁発足
1日 米国・ニューヨーク州にハリケーン「アイダ」が発

生、死者40人超

4日 新型コロナの感染者が世界全体で2億人を超える
（ジョンズ・ホプキンス大学統計）

5日 ギニアでクーデターが発生。コンデ大統領が拘束さ
れ、憲法の停止、内閣の解散などが宣言される

6日 ベラルーシの裁判所が反政権派指導者のマリア・コ
レスニコワ氏に、国家転覆罪による禁錮11年の実
刑判決を下す

8日 日・ブルネイ外相電話会談
茂木外務大臣がアフガニスタンに関する拡大閣僚会
合（オンライン形式）に出席

8日 ミャンマー民主派「国民統一政府」が全国に緊急事
態を宣言した上で、自衛のための戦闘の開始を発表

9日 日英外相電話会談 10日 ナジーブ・ミカーティ首相を首班とするレバノン新
内閣が発足

11日 米同時多発テロ（9.11）発生から20年
12日 イランと国際原子力機関（IAEA）がIAEAの監視

装置の保守・維持管理に合意
13日 北朝鮮が9月11日及び12日に「新型長距離巡航

ミサイル」を発射したことを発表
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日本関係 国際関係
15日 日・ベトナム首脳電話会談

日豪首脳テレビ会談
15日 米英豪首脳がインド太平洋安保の新たな枠組み

「AUKUS」の創設を発表
北朝鮮が弾道ミサイルを2発発射し、日本の排他的
経済水域（EEZ）内に落下

16日 茂木外務大臣が日・ブラジル戦略的経済パートナー
シップ賢人会議オンライン会合にビデオメッセージ
を発出

16日 中国がTPP11協定への加入を申請

17日 菅総理大臣が米国主催のエネルギーと気候に関する
主要経済国フォーラム（MEF）にビデオメッセー
ジを発出
日英外相電話会談
日豪外相電話会談
日・アラブ首長国連邦外相電話会談

17日 ブーテフリカ・アルジェリア元大統領が死去

20日 菅総理大臣が国連総会ハイレベルウィークに併せて
開催された「SDGモーメント2021」にビデオメッ
セージで出席

21日 国際エネルギー機関（IEA）が欧州の天然ガス価格
高騰を受け、主な輸出国のロシアに供給を増やすよ
う要請

22日 茂木外務大臣がアフガニスタンに関するG20外相
会合（オンライン形式）に出席
茂木外務大臣が国連総会出席のため米国を訪問（24
日まで）

22日 台湾がTPP11協定への加入を申請
第76回国連総会開会

23日 菅総理大臣が米国を訪問（25日まで）
茂木外務大臣が第12回包括的核実験禁止条約
（CTBT）発効促進会議（オンライン形式）にビデ
オメッセージを発出
菅総理大臣が米国主催「新型コロナ・サミット」（オ
ンライン形式）に出席

24日 菅総理大臣が第2回日米豪印首脳会合に出席
日米豪印首脳は4カ国の連携枠組み「クアッド」に
よる初の対面での首脳会合を米ホワイトハウスで実
施、共同声明を採択

25日 菅総理大臣が第76回国連総会一般討論演説にビデ
オメッセージで出席

27日 韓国大
テジョン

田地方裁判所が旧朝鮮半島出身労働者関連訴
訟で三菱重工の資産の売却命令を決定

28日 北朝鮮が「極超音速ミサイル『火星8』」と称する
弾道ミサイル技術を使用したものを1発発射

29日 チュニジアのサイード大統領は新首相にナジュラ・
ブデン・ラマダン氏（同国初の女性首相）を指名

30日 茂木外務大臣が国連総会ユニバーサル・ヘルス・カ
バレッジ（UHC）ハイレベル・サイドイベントに
ビデオメッセージで出席

10月
1日 ドバイで中東初の万博が開催される
2日 ドゥテルテ・フィリピン大統領が政界引退の意向を

表明
5日 日豪首脳テレビ会談

日米首脳電話会談
米国プリンストン大学上席研究員真鍋淑郎氏にノー
ベル物理学賞授与が決定
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日本関係 国際関係
7日 日米外相電話会談

日露首脳電話会談
7日 モハメド6世モロッコ国王は王党派の「独立国民連

合」（RNI）党首アジズ・アハヌーシュ前農業・漁業・
地方開発・水・森林相を首相とする新内閣を任命
第15回国際連合貿易開発会議（UNCTAD）総会
にてブリッジタウン盟約を採択

8日 日中首脳電話会談
日印首脳電話会談

8日 報道の自由を貫くロシアとフィリピンのジャーナリ
ストにノーベル平和賞が授与される

10日 イラクで第5回国民議会選挙が実施
11日 オーストリアで公金不正疑惑を受けクルツ首相が辞

任、シャレンベルク外相が首相に就任
大統領選挙（8月）の結果、エストニアでカリス大
統領が就任

12日 岸田総理大臣がアフガニスタンに関するG20首脳
テレビ会議に出席
日・ブルネイ外相電話会談

13日 日英首脳電話会談
14日 日豪外相電話会談 14日 議会総選挙（9月）の結果、ノルウェーでストーレ

首相が就任
レバノン・ベイルートで武力衝突、6人が死亡

15日 日韓首脳電話会談
グリゴレンコ・ロシア副首相及びフスヌリン・ロシ
ア副首相が択捉島などを「訪問」したことを受け日
本がロシア側に抗議

18日 日・クウェート外相電話会談
19日 北朝鮮が弾道ミサイルを1発発射
20日 カリブ海の島国バルバドスは女性のサンドラ・メー

ソン総督を同国初の大統領に選出（バルバドスは
2021年11月30日の独立55周年記念日に立憲君
主制から共和制に移行）

21日 米国が日本産食品の輸入規制を緩和
先住民マオリ系女性シンディ・キロ氏がニュージー
ランド総督に就任

23日 カンボジア和平に関するパリ和平協定締結30周年
25日 スーダン国軍がハムドゥーク首相ら政府高官を拘束

し、軍出身のブルハン主権評議会議長が暫定政府を
解散

26日 カナダでトルドー新内閣が発足
ASEAN首脳会議（オンライン形式）で開催され、
ミャンマー国軍にASEANと合意した「5つのコン
センサス」の履行を求める議長声明を発出

27日 岸田総理大臣が第24回日ASEAN首脳会議・第24
回ASEAN+3（日中韓）首脳会議・第16回東アジ
ア首脳会議（EAS）（オンライン形式）に出席

27日 米国でLGBTQに対応したパスポートが初めて発行
される
バイデン米大統領が米ASEAN首脳会議・第16回
東アジア首脳会議（EAS）（オンライン形式）に出席

28日 日本提出の核兵器廃絶決議案が、国連総会第一委員
会で152か国の支持を得て採択

29日 イタリア・ローマでG20財務大臣・保健大臣合同
会議が開催され、パンデミックに対する予防・備
え・対応（PPR）のための資金の効果的な管理の奨
励などを目的に、「G20財務・保健合同タスク
フォース」が設立

30日 岸田総理大臣がG20ローマ・サミット（テレビ会
議形式）に出席（31日まで）

30日 ロシアがベラルーシとの演習後もウクライナ国境に
8から9万人の軍部隊を継続して配備していると米
国メディアが報道
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日本関係 国際関係
31日 英国・グラスゴーで国連気候変動枠組条約第26回

締約国会議（COP26）開幕
11月
2日 岸田総理大臣がCOP26の首脳級会合である世界

リーダーズ・サミットなどに出席。持続可能な海洋
経済の構築に向けたハイレベル・パネル第3回会合
において、岸田総理がメッセージを発出（英国・グ
ラスゴー）

2日 エチオピアが同国北部での紛争悪化を受けて非常事
態宣言を発令

4日 米国で5歳から11歳への新型コロナワクチン接種
始まる
英国で新型コロナウイルスの飲み薬「モルヌプラビ
ル」が世界初承認

7日 カーズィミー・イラク首相の住居が無人機による攻
撃を受け、暗殺未遂事案が発生

10日 第2次岸田内閣発足
11日 デクラーク・元南アフリカ大統領が死去

中国共産党は第19期中央委員会第6回会議におい
て40年ぶりに「歴史決議」を採択

12日 岸田総理大臣がAPEC首脳会議にオンラインで参加
13日 日米外相電話会談 13日 COP26が閉幕
15日 日仏首脳電話会談 15日 米中首脳会談（テレビ会議形式）

米国で1兆ドル（約110兆円）規模のインフラ投
資法案が成立
米政府は、ロシア政府が衛星破壊実験を実施し破片
（デブリ）1,500個以上を放出したと発表
米国財務省は独裁色を強めるニカラグア・オルテガ
政権の高官計9人に制裁を科したと発表

16日 日豪外相テレビ会談
17日 日・ブルネイ外相電話会談

日・タイ外相電話会談
日・フィリピン首脳電話会談
米国・ワシントンD.Cで日米韓外務次官級協議を
実施

17日 欧州連合（EU）が森林保護対策放置国からの農産
品の輸入を停止

18日 日・インドネシア首脳電話会談
日・カンボジア外相電話会談
日仏外相電話会談
日中外相電話会談

21日 ベネズエラで地方選挙が実施されEUが選挙監視団
を派遣。EUが同国に選挙監視団を派遣したのは
2006年の大統領選挙以来15年ぶり。

22日 日・タイ首脳電話会談
日・シンガポール首脳電話会談
日・印外相電話会談

22日 中国・ASEAN対話関係30周年記念特別首脳会議
（オンライン形式）

24日 日英外相電話会談
林外務大臣がイウェアラWTO事務局長とテレビ会
談

24日 スウェーデンで初の女性首相にアンデション氏が指
名されるが、同日中に辞任。29日に再承認される。

25日 岸田総理大臣がアジア欧州会合（ASEM）第13回
首脳会合（テレビ会議形式）に出席（26日まで）
日露外相電話会談

26日 日・カナダ外相テレビ会談 26日 新たな変異株の感染が世界的に拡大したことを受
け、WHOが「オミクロン株」と命名

28日 ラナリット・カンボジア高級顧問団長薨
こう

去
きょ
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日本関係 国際関係
29日 岸田総理がミシェル欧州理事会議長と電話会談 29日 イランでの政権交代を受けて中断していた、米国と

イラン双方による核合意への復帰に向けた協議が
オーストリア・ウィーンで再開

30日 オミクロン株感染者国内初確認、政府は外国人の新
規入国を全面的に禁止

30日 バルバドスがエリザベス・英国女王を君主とする立
憲君主制から共和制に移行、メーソン氏が初代大統
領に就任

12月
1日 日・シンガポール外相電話会談

日・カンボジア首脳テレビ会談
日・トルコ首脳電話会談

1日 WHO特別総会において、パンデミックへの対応に
関する新たな国際文書の策定作業を開始することが
決定

2日 日・マレーシア首脳電話会談
日・マレーシア外相電話会談
日・イラン外相電話会談

2日 36年以上長期政権を築いたフン・セン首相が後継
の首相に長男のフン・マネット陸軍司令官を指名す
ると発表
クルツ・オーストリア前首相が政界からの引退を表明

3日 岸田総理大臣がビル・ゲイツ共同議長（ビル＆メリ
ンダ・ゲイツ財団）と電話会談
日・インドネシア外相電話会談
林外務大臣がドムブロウスキス欧州委員会上級副委
員長と電話会談

3日 36か国・地域でオミクロン株への感染が確認される
先進7カ国（G7）は発展途上国のインフラ整備支
援に関する首脳声明を発表

4日 オーストリア・ウィーンでワクチン接種の義務化な
どに抗議して4万人以上がデモを実施

6日 日・EU外相電話会談
日本が提出した核兵器廃絶決議案が、国連総会本会
議で158か国の支持を得て採択

6日 ミャンマー・ネーピードーの裁判所が軟禁中のアウ
ン・サン・スー・チー氏に禁固4年の有罪判決を下
す。（同日、2年減刑された）

7日 日・ブラジル外相電話会談
日本が東京栄養サミット2021（対面及びオンライ
ンによるハイブリッド形式）を主催、岸田総理大臣
と林外務大臣らが出席（8日まで）

7日 2022年のASEAN議長国であるカンボジアのフ
ン・セン首相がカンボジア訪問中のワナ・マウン・
ルインミャンマー「外相」と会談
米露首脳会談（オンライン形式）にて、バイデン米
国大統領はロシアがウクライナへ侵攻した場合、強
力な経済措置等を行うことを警告

8日 日・フィリピン外相電話会談
STSフォーラム中南米カリブ地域ハイレベル会合で
林外務大臣がビデオメッセージを発出
ケネディ元米国駐日大使に旭日大綬章を授与、在
ニューヨーク日本国総領事公邸で叙勲伝達式が行わ
れる

8日 国連児童基金（ユニセフ）は、新型コロナ流行によ
り、貧困状態に陥った子どもが世界で推計1億人増
加と発表
メルケル・ドイツ首相が退任、中道左派のドイツ社
民党のオラフ・ショルツ氏が新首相に就任

9日 米国主催の民主主義のためのサミットがオンライン
形式で開催、岸田総理大臣が9日に参加（10日まで）
第3回「核軍縮の実質的な進展のための1.5トラッ
ク会合」がオンライン形式で開催、岸田総理大臣が
参加
日・アイルランド外相テレビ会談

9日 米国国防省は米軍主導の対ISIL有志連合が戦闘任務
を終了し、助言・訓練・情報収集の任務へ移行した
ことを発表
ニカラグア政府は、外交関係を台湾から中国に切り
替えると発表

10日 林外務大臣が英国を訪問（12日まで） 10日 米独首脳電話会談で両首脳がウクライナ情勢につい
て連携を確認

11日 G7外務・開発大臣会合に出席（英国・リヴァプー
ル）（12日まで）

11日 米国南部・中西部で史上最大級の竜巻が発生

12日 G7外務・開発大臣会合で「G7外相はロシアの軍
備増強及びウクライナに対する攻撃的なレトリック
を一致して非難する」と明記した共同声明を採択

13日 ブルガリア総選挙（11月）の結果、ペトコフ氏が
首相に就任
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日本関係 国際関係
14日 日独首脳電話会談 14日 世界気象機関（WMO）はロシア・サハ共和国の

ベルホヤンスクで2020年6月20日に観測された
摂氏38度が、北極圏の観測史上で最高気温だった
と正式に認定
インドネシア中部で、マグニチュード7.3の地震
ベネット・イスラエル首相がUAEを初訪問、ムハ
ンマド・ビン・ザイド皇太子と会談

15日 イランと国際原子力機関（IAEA）がキャラジ遠心
分離機部品製造工場における新たな監視カメラ設置
に合意
アダムズ次期ニューヨーク市長は新たな市警本部長
に黒人女性のキーチャント・スーエル氏を任命
EUが2049年までに原則として天然ガスの長期契約
を禁止する気候変動とエネルギー関連の法案を公表

16日 フィリピンに大型台風が上陸、約400人死亡
第7回国連総会本会議において、北朝鮮人権状況決
議を17年連続で採択

17日 岸田総理大臣がフォン・デア・ライエン欧州委員会
委員長と電話会談

17日 エクアドルがTPP11協定への加入を申請

19日 イスラム協力機構（OIC）がパキスタンにおいてア
フガニスタンに関する臨時外相会議を開催
香港で立法会選挙が行われ、親中派が圧勝

20日「新型コロナウイルスワクチン接種証明アプリ」の
運用開始
日・アルゼンチン外相テレビ会談

21日 林外務大臣が日印トラック1.5対話「第4回日印イ
ンド太平洋フォーラム」（オンライン形式）でビデ
オメッセージを発出

21日 ポロシェンコ・ウクライナ前大統領が、親ロシア派
の支配する東部の州からの石炭密輸入に関わった疑
いで、国家反逆罪の捜査対象になっていることをウ
クライナ司法当局が公表

22日 林外務大臣がタイ米国通商代表とテレビ会談
23日 岸田総理大臣が日本の2022年国連安保理非常任理

事国選挙への立候補に関するビデオメッセージを発
出
日・モンゴル外相テレビ会談
日・ヨルダン外相テレビ会談

23日 米国食品医薬品局（FDA）は米製薬大手メルクが
開発した新型コロナウイルス感染症用の飲み薬「モ
ルヌピラビル」の緊急使用を承認
米国において、新疆ウイグル自治区内で生産された
製品について、原則米国への輸入禁止の対象とみな
す「ウイグル強制防止法」が成立

24日 実刑判決が確定していた朴
パ ク ク ネ

槿恵韓国前大統領の特別
赦免が決定、31日に効力発生

27日 トンガ王国総選挙（11月）の結果、フアカヴァメ
イリク氏が首相に就任

29日 WHOが年末までに全加盟国の人口4割の新型コロ
ナワクチン接種完了の目標を達成できなかったと発
表
欧州各国で新型コロナの1日当たりの新規感染者数
が過去最多を更新

30日 インドネシア東部でマグニチュード7.3の地震
韓国大

テ グ

邱地方裁判所浦
ポ ハ ン

項支部が旧朝鮮半島出身労働
者関連訴訟で日本製鉄の資産の売却命令を決定
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