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１月

２月

２００６年１月１日～１２月３１日

３日 麻生外務大臣がインド・パキスタンを訪
問（～５日）

９日 小泉総理大臣がトルコを訪問（～１２日）

１２日 新型インフルエンザ早期対応に関する東
京会合開催（～１３日）

１７日 麻生外務大臣がジャービル首長を弔問
（クウェート）

１９日 麻生外務大臣が「ODA・情けは他人の
ためならず」と題して演説（東京）

４日 日朝包括並行協議開催（～８日、北京）

４日 シャロン・イスラエル首相が脳出血によ
る重い脳卒中で緊急入院し緊急手術、オ
ルメルト首相代理が首相代行に就任

１０日 イランが「平和的原子力エネルギー計画
に関する研究開発」活動を再開

キムジョンイル

金正日北朝鮮総書記が中国を非公式訪
問（～１８日）

１７日 鳥及び新型インフルエンザに関する国際
プレッジング会合開催（～１８日、北京）

２５日 パレスチナ立法評議会選挙でハマスが第
一党に

３１日 アフガニスタンに関するロンドン会議
（復興支援国際会議）開幕（～２月１日）

４日 国際原子力機関（IAEA）特別理事会で、
イランの核問題について国連安保理に報
告するとの決議採択

６日 米国防省が「４年ごとの国防計画見直し」
を公表

１０日 トリノ冬季オリンピック開催（～２６日）

イラク国民議会選挙結果発表
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３月

２０日 シュタインマイヤー・ドイツ外相が訪日
し、小泉総理大臣に表敬（２１日）、麻生
外務大臣と会談（２１日）

６日 第４回東シナ海等に関する日中協議開催
（～７日、北京）

８日 麻生外務大臣が「日本にとって経済外交
とは何か」と題して演説（東京）

１６日 皇太子殿下が第４回世界水フォーラムに
御出席（～１７日、メキシコシティ（カナ
ダお立ち寄り））

１８日 麻生外務大臣が日米豪閣僚級戦略対話、
日米閣僚級戦略対話に出席（シドニー）

３１日 核燃料再処理工場（青森県六ヶ所村）の
使用済燃料を用いた総合試験（アクティ
ブ試験）

２４日 フィリピン国軍当局者が軍の現役将官ら
２人がクーデターを計画していたと表
明、アロヨ大統領が全土に非常事態を宣
言

タクシン・タイ首相が国会（下院）の解
散を発表

１日 ブッシュ米国大統領がインド及びパキス
タンを訪問（米印民生用原子力協力の具
体的事項について合意）（～４日）

５日 第１０期全国人民代表大会第４回会議開催
（～１４日、北京）

１０日 ブッシュ米国大統領が「国家安全保障戦
略」を発表

１６日 イラク国民議会初会合開催

２９日 国連安保理がイランの核問題に関する議
長声明を発出

ハマス主導のパレスチナ自治政府内閣が
成立
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４月

５月

２４日 欧州連合（EU）議長国のシュッセル・
オーストリア首相及びバローゾ欧州委員
会委員長が訪日し、小泉総理大臣との
日・EU定期首脳協議に出席（東京）

２８日 麻生外務大臣が「文化外交の新発想」と
題して演説（東京）

１日 小泉総理大臣が「アフリカ－自助努力の
発生地へ」と題して演説（アディスアベ
バ）

小泉総理大臣がガーナ及びスウェーデン
を訪問（～４日）

麻生外務大臣が日米安全保障協議委員会
（「２＋２」会合）出席、「再編実施のた
めの日米のロードマップ」を発表、ライ
ス米国国務長官と会談

３日 麻生外務大臣が「東アジアの将来の安定
と繁栄を共に目指して」と題して演説（ワ
シントン）

４日 麻生外務大臣がNATO本部において
「新たな安全保障環境における日本と
NATO」と題して演説（ブリュッセル）、
バローゾ欧州委員会委員長に表敬

５日 麻生外務大臣がリトアニアを訪問（～６
日）

１６日 アナン国連事務総長が訪日（～１９日）

１１日 イランが低濃縮ウランの製造に成功した
旨宣言

１３日 エルバラダイ IAEA事務局長がイラン
を訪問

こ きんとう

１８日 胡錦濤中国国家主席が訪米（～２１日）

２４日 エジプト・ダハブで連続爆弾テロ事件発
生

２日 アフガニスタン新政府の発足
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６月

１８日 第５回東シナ海等に関する日中協議開催
（東京）

２３日 麻生外務大臣が第５回アジア協力対話
パン

（ACD）外相会合に出席（～２４日）、潘
ギ ムン

基文韓国外交通商部長官（２３日）、ラブ
り ちょうせい

ロフ・ロシア外相（２３日）、李肇星中国
外交部長（２３日）等とそれぞれ二国間会
談（ドーハ）

２６日 第４回太平洋・島サミット開催（～２７日、
沖縄）

麻生外務大臣が「『ネットワーク型アジ
ア』の未来を構想する」と題して演説（東
京）

１日 麻生外務大臣が「中央アジアを『平和と
安定の回廊に』」と題して演説（東京）

５日 「中央アジア＋日本」対話・第２回外相
会合開催（東京）

８日 天皇皇后両陛下がシンガポール、マレー
シア（お立ち寄り）及びタイ御訪問（～
１５日）

２０日 イラク新政府の発足

２３日 経済協力開発機構（OECD）閣僚理事会
開催（～２４日、パリ）

２７日 インドネシア・ジャワ島中部地震が発生

６日 EU３（英国、フランス、ドイツ）、米国、
中国、ロシアがイランに対し核問題に関
する包括提案

９日 FIFAサッカー・ワールドカップ・ドイ
ツ大会開催（～７月９日）

１５日 上海協力機構首脳会合開催（上海）

スリランカ・ケビィティゴレワでバス爆
破テロ事件発生

おん か ほう

１７日 温家宝中国国務院総理がアフリカを訪問
（～２４日）



国際関係日本関係

214

７月

２０日 陸上自衛隊のサマーワでの活動終了を発
表（７月１７日にサマーワからの撤収完了）

２３日 Xバンド・レーダーの暫定展開開始（青
森）

２８日 小泉総理大臣がハーパー・カナダ首相と
会談（カナダ）

２９日 小泉総理大臣がブッシュ米国大統領と会
談（ワシントン）

麻生外務大臣がG８外相会合に出席、ラ
ヴロフ・ロシア外相（２８日）、ドゥース
ト＝ブラジー・フランス外相（２８日）、
ベケット英国外相（２９日）、マッケイ・
カナダ外相兼大西洋地域経済開発相（２９
日）、ダレーマ・イタリア外相（２９日）、
ライス米国国務長官（３０日）等とそれぞ
れ会談（モスクワ）

３０日 麻生外務大臣がウクライナを訪問（～７
月１日）

４日 カルザイ・アフガニスタン大統領が訪日
（～７日）、アフガニスタンの平和の定
着に関する第２回東京会議に出席（５日）

８日 第６回東シナ海等に関する日中協議開催
（～９日、北京）

１１日 小泉総理大臣がイスラエル、パレスチナ
自治区、ヨルダンを訪問（～１５日）

２５日 パレスチナ武装勢力がガザ地区でイスラ
ら ち

エル軍兵士を拉致。その後イスラエル軍
がガザ地区へ再侵攻

３０日 ブラジルが地上デジタル・テレビ放送日
本方式を採用

５日 北朝鮮による弾道ミサイル発射

９日 インドによるミサイル発射実験

１１日 インド・ムンバイで列車爆弾テロ事件発
生

１２日 ヒズボラがイスラエル・レバノン国境付
近でイスラエル軍を襲撃。イスラエル兵

ら ち

士を拉致。その後、イスラエル軍がレバ
ノン全土を空爆
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８月

１３日 日・マレーシア経済連携協定（EPA）
発効

１６日 小泉総理大臣がG８サンクトペテルブル
ク・サミットに出席（～１７日）、プーチ
ン・ロシア大統領（１５日）、メルケル・
ドイツ首相（１６日）等とそれぞれ会談

２１日 ドミニカ共和国移住問題に関する総理大
臣談話

２２日 麻生外務大臣がフィリピン、バングラデ
シュを訪問（～２５日）

２６日 麻生外務大臣がAPEC参加国外相会議
（２６日）、ASEAN＋３外相会議（２６日）、
ASEAN拡 大 外 相 会 議（２７日）及 び
ASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚

パン ギ ムン

会合（２８日）に出席、潘基文韓国外交通
り ちょうせい

商部長官（２７日）、李肇星中国外交部長
（２７日）、ライス米国国務長官（２８日）、
ラヴロフ・ロシア外相（２８日）等とそれ
ぞれ二国間会談（クアラルンプール）

１日 外務省機構改革

３日 麻生外務大臣がイラクを訪問

パン ギ ムン

７日 潘基文韓国外交通商部長官が訪日し、麻
生外務大臣と会談（８日）、安倍総理大
臣に表敬（９日）（～９日）

１５日 国連安保理が北朝鮮の弾道ミサイル発射
に関する決議第１６９５号を全会一致で採択

１７日 インドネシア・ジャワ島南西沖地震・津
波が発生

２４日 世界貿易機関（WTO）非公式貿易委員
会（TNC）を受け、ドーハ・ラウンド
交渉が中断

３１日 国連安保理がイランの核問題に関する決
議第１６９６号を採択

カストロ・キューバ国家評議会議長が暫
定的に権限を委譲
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９月

１０日 小泉総理大臣がモンゴルを訪問（～１１日）

１５日 小泉総理大臣が靖国神社を参拝

１６日 日本漁船が北方四島周辺水域でロシア国
だ ほ

境警備局の警備艇により銃撃・拿捕

２１日 「日中２１世紀交流事業」により、２５０名
の中国高校生が訪日（約１週間）（９月
７日に約１年間滞在する第一期中国高校
生３７名が訪日）

２８日 小泉総理大臣がカザフスタン及びウズベ
キスタンを訪問（～３０日）

２９日 麻生外務大臣が「平和構築者の『寺子屋』
をつくります」と題して演説（東京）

弾道ミサイル迎撃能力を有する米イージ
ス艦「シャイロー」が西太平洋地域に展
開開始

９日 小泉総理大臣がアロヨ・フィリピン大統
領と会談、日・フィリピン経済連携協定
（EPA）に署名（ヘルシンキ）

１０日 英国で航空機爆破計画発覚

１１日 国連安保理がイスラエル・レバノン情勢
に関する決議第１７０１号を全会一致で採択
（国連レバノン暫定隊（UNIFIL）の拡
大等）

２２日 イランの核問題に関するEU３＋３の
「包括提案」に対し、イランから回答

２５日 国連安保理が国連東ティモール統合ミッ
ション（UNMIT）の設立を決定する決
議第１７０４号を全会一致で採択

３１日 国連安保理がスーダンに関する決議第
１７０６号を採択

イランの核問題に関するエルバラダイ
IAEA事務局長の国連安保理への報告

レバノン国際支援国会議開催（ストック
ホルム）
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１０月

１０日 小泉総理大臣がアジア欧州会合（ASEM）
第６回首脳会合に出席（～１１日）（ヘル
シンキ）

１９日 皇太子殿下がトゥポウ４世トンガ国王葬
儀に参列（トンガ）

２０日 自民党総裁選挙

２２日 日・チリ経済連携協定（EPA）の大筋
合意（東京）

２６日 安倍内閣発足

３日 「第３１吉進丸」坂下登船長の解放

７日 日本海南西部で日韓共同の放射能調査開
始

こ きんとう

８日 安倍総理大臣が胡錦濤中国国家主席及び
おん か ほう

温家宝中国国務院総理等とそれぞれ会談
（北京）

ノ ム ヒョン

９日 安倍総理大臣が盧武鉉韓国大統領と会
談（ソウル）

ブッシュ米国大統領が会見で「米国は日
本に対する抑止と安全保障のコミットメ
ントをあらゆる形で履行する意思と能力
を有している」旨述べる（ワシントン）

１２日 第６１回国連総会開会

１９日 タイで政変発生

１日 スラユット枢密院顧問官がタイ暫定首相
に

３日 北朝鮮による核実験実施声明（６日に国
連安保理はこれを非難する議長声明を全
会一致で採択）

９日 北朝鮮が核実験実施を発表

パン ギ ムン

国連安保理が潘基文韓国外交通商部長官
を次期事務総長候補に選出（１３日に国連
総会で正式に任命）

１３日 中韓首脳会談（北京）

モハマド・ユヌス氏とグラミン銀行が
ノーベル平和賞を受賞
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１１月

１８日 ライス米国国務長官が訪日して麻生外務
大臣と会談し、ブッシュ米国大統領の１０
月９日のステートメントを再び確認（１８
日）、安倍総理大臣に表敬（１９日）

ズン・ベトナム首相が訪日し、安倍総理
大臣と会談、日・ベトナム経済連携協定
（EPA）の交渉開始に合意

１９日 麻生外務大臣が日米韓外相会談に出席、
パン ギ ムン

潘基文外交通商部長官と会談（２０日）、
ノ ム ヒョン

盧武鉉大統領に表敬（２０日）（ソウル）

２７日 テロ対策特別措置法の改正案が、参議院
本会議で可決成立。１年間の期限延長を
決定

パン ギ ムン

５日 潘基文韓国外交通商部長官が訪日し、麻
生外務大臣と会談（５日）、安倍総理大
臣に表敬（６日）

８日 国際協力機構（JICA）法改正法の成立

１４日 麻生外務大臣及び甘利経済産業大臣がア
ジア太平洋経済協力（APEC）閣僚会議

り ちょう

に出席（～１６日）、麻生外務大臣が李 肇
せい

星中国外交部長（１６日）、ライス米国国
務長官（１６日）、ラヴロフ・ロシア外相
（１８日）等とそれぞれ会談（ハノイ）

１４日 国連安保理が北朝鮮による核実験実施発
表に関する決議第１７１８号を全会一致で採
択

１６日 スリランカ・マータレー県で爆弾テロ発
生

７日 米国中間選挙実施

８日 マーガレット・チャン女史が次期世界保
健機関（WHO）事務局長選挙で当選

１６日 WTO非公式貿易交渉委員会（TNC）を
受け、ドーハ・ラウンド交渉の実務レベ
ルでの議論が再開
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１２月

１７日 安倍総理大臣がアジア太平洋経済協力
（APEC）首脳会議に出席（～１９日）、
日米韓首脳会談（１８日）を行ったほか、
こ きんとう

胡錦濤中国国家主席（１８日）、ブッシュ
ノ ム ヒョン

米国大統領（１８日）、盧武鉉韓国大統領
（１８日）、プーチン・ロシア大統領（１８
日）等とそれぞれ首脳会談（ハノイ）

２６日 ユドヨノ・インドネシア大統領が訪日
し、安倍総理大臣と会談、日・インドネ
シア経済連携協定（EPA）について大
筋合意（２８日）

２９日 エルバラダイ IAEA事務局長が訪日（～
１２月４日）

３０日 麻生外務大臣が「『自由と繁栄の弧』を
つくる」と題して演説（東京）

弾道ミサイル対処用パトリオット・ミサ
か で な

イル（ＰＡＣ―３）の米軍嘉手納基地への
展開開始

６日 日本が提出した核軍縮決議案の国連総会
における採択

７日 麻生外務大臣がシンガポールを訪問（～
８日）

８日 安倍総理大臣がフィリピンを訪問（～１０
日）

り ちょうせい

９日 麻生外務大臣が李肇星中国外交部長等
と会談（セブ）

１２日 安倍総理大臣がハワード・オーストラリ
ア首相と電話会談、日・オーストラリア
経済連携協定（EPA）の交渉開始に合
意

ら ち

１７日 国連総会第三委員会は、拉致問題を含む
「北朝鮮の人権状況」決議を採択

２８日 北大西洋条約機構（NATO）首脳会合
開催（～２９日、リガ）

独立国家共同体（CIS）首脳会議（ミン
スク）

５日 フィジーでクーデター発生

６日 超党派独立委員会「イラク研究グループ」
がブッシュ米国大統領に報告書を提出
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１３日 シン・インド首相が訪日し、安倍総理大
臣と会談、日・インド経済連携協定
（EPA）の交渉開始に合意（１５日、東
京）

１８日 国際連合加盟５０周年記念式典開催（東京）

２１日 日・ブルネイ経済連携協定（EPA）の
大筋合意発表

２６日 日中歴史共同研究第一回会合開催（～２７
日、北京）

ソンミンスン

宋旻淳韓国外交通商部長官が訪日し、安
倍総理大臣に表敬、麻生外務大臣と会談
（２７日）

１８日 第５回六者会合第二次会合開催（～２２日、
北京）

ら ち

１９日 国連総会が拉致問題を含む「北朝鮮の人
権状況」決議を採択

２１日 ニヤゾフ・トルクメニスタン大統領死去

２３日 国連安保理がイランの核問題に関する決
議第１７３７号を全会一致で採択

３０日 スペイン・マドリードで自動車爆弾テロ
事件発生

３１日 タイ・バンコク他で連続爆弾テロ事件発
生（～２００７年１月１日）


