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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程 

２００５年１月１日～１２月３１日

〈記載対象と留意点〉
１．対象期間は２００５年１月１日から同年１２月３１日まで。
２．日本の要人の往訪については、皇族、総理大臣、総理大臣特使、閣僚、外務副大臣、外務大臣政務官、衆参両議院議長
による外国訪問を記載。

３．各国・機関の要人の来訪については、基本的に各国外務大臣以上及び国際機関の長の来日であり、かつ、�日本の外務
大臣以上の要人と会談などがあったもの、あるいは、�日本で開催された国際会議出席が目的であったものを記載。

４．日本の要人が国際会議出席の機会に第三国要人と会談を行ったものは、会議開催国への往訪における往来目的・主要日
程の欄に記載。

５．要人の肩書は当時のもの。
６．期間はいずれも現地における滞在期間。

（１）アジア大洋州

インド 往 中川経済産業大臣 １／４～１／７ アジア石油・天然ガス産消国ラウンド・テーブル
会合出席（１／５～６）

往 竹中経済財政政策担当
大臣

１／１２～１／１３ １／１３ チダンバラム蔵相と会談

往 谷垣財務大臣 １／１２～１／１４ １／１２ チダンバラム蔵相と会談
１／１４ シン首相に表敬

往 小泉総理大臣 ４／２８～４／３０ ４／２９ カラーム大統領と会談
４／２９ シン首相と会談

往 谷川外務副大臣 ５／１９～５／２０ ５／２０ バッタチャルジー西ベンガル州首相と会
談

往 福島外務大臣政務官 ８／１５～８／１７ ８／１７ アハメド外務担当国務相と会談
８／１７ イランゴーバン商工担当国務相と会談

往 麻生総務大臣 ８／２３～８／２５ 日印 ICT（インフォメーション・アンド・コミュ
ニケーションズ・テクノロジー）フォーラム第１
回会合出席（８／２４）

インドネシ
ア

往 小泉総理大臣 １／５～１／６ スマトラ沖大地震及びインド洋津波災害に関する
東南アジア諸国連合（ASEAN）主催緊急会議出
席（１／６）
１／６ ユドヨノ大統領と会談

往 町村外務大臣 １／５～１／７ スマトラ沖大地震及びインド洋津波災害に関する
ASEAN主催緊急会議出席（１／６）
１／６ カッラ副大統領に表敬
１／６ パウエル米国務長官と会談
１／７ ハッサン外相と会談

往 大野防衛庁長官 １／９ １／９ ユウォノ国防相と会談

往 逢沢外務副大臣 ２／９ アチェ州視察
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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程 

インドネシ
ア

来 ギナンジャール地方代
表議会議長

２／１３～２／２４ ２／２４ 小泉総理大臣に表敬

来 アグン・ラクソノ国会
議長

４／９～４／１４ 衆議院招待
４／１２ 河野衆議院議長と会談
４／１２ 扇参議院議長と会談
４／１３ 小泉総理大臣に表敬
４／１４ 天皇皇后両陛下に謁見

往 町村外務大臣 ４／１９～４／２１ アジア・アフリカ閣僚会議出席（４／２０）
４／１９ ハッサン外相と会談

往 小泉総理大臣 ４／２１～４／２４ アジア・アフリカ首脳会議出席（４／２２～２４）
４／２２ カルザイ・アフガニスタン大統領と会談
４／２３ ユドヨノ大統領と会談

こ きんとう

４／２３ 胡錦濤中国国家主席と会談

往 福島外務大臣政務官 ４／２６ ４／２６ ハッサン外相と会談
４／２６ スリ・ムルヤニ国家開発企画庁長官と会談

来 ハッサン外相 ５／５～５／９ アジア欧州会合（ASEM）第７回外相会合出席
（５／６～７）

来 ユドヨノ大統領及び同
令夫人

５／３１～６／３ 実務訪問賓客
６／１ 天皇皇后両陛下と会見
６／１ 河野衆議院議長と会談
６／１ 扇参議院議長と会談
６／１ 町村外務大臣と会談
６／２ 小泉総理大臣と会談

往 遠山外務大臣政務官 １２／５～１２／７ アジア太平洋安全保障協力会議（CSCAP）出席
（１２／６～７）

オーストラ
リア

往 逢沢外務副大臣 ２／１０～２／１３ 第３回日豪会議出席（２／１１～１２）
２／１１ ダウナー外相と会談
２／１１ ヴェイル貿易相と会談

来 ダウナー外相 ３／２１～３／２３ ３／２２ 小泉総理大臣に表敬
３／２２ 町村外務大臣と会談

来 ハワード首相 ４／１９～４／２１ 博覧会賓客
４／２０ 小泉総理大臣と会談

往 大野防衛庁長官 ５／３～５／４ ５／３ ヒル国防相と会談

往 川口総理大臣補佐官 ７／５～７／６ ７／５ ダウナー外相と会談

来 ダウナー外相 ７／２４～７／２６ 日豪１．５トラック安保対話出席（７／２５）

韓国 往 大野防衛庁長官 １／１２～１／１３
ユングァンウン

１／１３ 尹光雄国防部長官と会談

往 森前総理大臣 １／２７～１／２８ 「日韓友情年２００５」オープニング式典出席（１／２７）

往 谷川外務副大臣 １／２７～１／２８ 「日韓友情年２００５」オープニング式典出席（１／２７）
イ テ シク

１／２７ 李泰植外交通商部長官代行に表敬
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韓国 往 河合文化庁長官 １／２７～１／３１ 「日韓友情年２００５」オープニング式典出席（１／２７）
チョンドンチェ

１／２８ 鄭東采文化観光部長官と会談

往 尾辻厚生労働大臣 ２／１１～２／１２ 日韓政労使交流会議出席（２／１１）

往 川口総理大臣補佐官 ３／２７～３／２８ アジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）
（３／２７～２８）及びアジア太平洋環境と開発に関
する閣僚会議（MCED２００５）（３／２８）出席

クァクギョル ホ

３／２７ 郭 決鎬環境部長官に表敬

来
パン ギ ムン

潘基文外交通商部長官 ５／５～５／７ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）
５／６ 町村外務大臣と会談

来
キムウォン ギ

金元基国会議長 ５／１０～５／１２ 博覧会賓客

往 逢沢外務副大臣 ５／３１～６／３ アジア太平洋経済協力（APEC）貿易担当大臣会
合出席（６／２～３）

パン ギ ムン

６／１ 潘基文外交通商部長官と会談

往 中川経済産業大臣 ６／１～６／２ APEC貿易担当大臣会合出席（６／２）
６／１ ヴェイル・オーストラリア貿易相と会談
６／１ ポートマン米国通商代表と会談

往 森前総理大臣 ６／２～６／３ 日韓国交正常化４０周年国際学術会議出席（６／３）
ムン ヒ サン

６／３ 文喜相ウリ党議長と会談

往 北側国土交通大臣 ６／３～６／５ 韓国国際観光展出席（６／４）
チョンドンチェ

６／４ 鄭東采文化観光部長官と会談
チュビョンジク

６／４ 秋秉直建設交通部長官と会談

往 小泉総理大臣 ６／２０～６／２１
ノ ム ヒョン

６／２０ 盧武鉉大統領と会談

往 町村外務大臣 ６／２０～６／２１
パン ギ ムン

６／２０ 潘基文外交通商部長官と非公式会談

往 川口総理大臣補佐官 ９／５～９／７ 第１６回太平洋経済協力会議（PECC）韓国総会他
関連会合出席（９／７）

パン ギ ムン

９／７ 潘基文外交通商部長官と会談

往 小池環境大臣 １０／２１～１０／２３ 第７回日中韓３か国環境大臣会合（TEMM７）
出席（１０／２１～２３）

イ ジェヨン

１０／２２ 李在庸環境部長官と会談

来
パン ギ ムン

潘基文外交通商部長官 １０／２７～１０／２９ 外務省賓客
１０／２７ 町村外務大臣と会談

往 扇参議院議長 １１／１０～１１／１１ 日韓・韓日議員連盟第３１回合同総会出席（１１／１１）
ノ ム ヒョン

１１／１０ 盧武鉉大統領に表敬

往 森前総理大臣 １１／１０～１１／１２ 日韓・韓日議員連盟第３１回合同総会出席（１１／１１）
ノ ム ヒョン

１１／１０ 盧武鉉大統領に表敬

往 扇参議院議長 １１／１２～１１／１３ 宝塚公演観劇（１１／１２）

往 麻生外務大臣 １１／１４～１１／１６ 第１７回APEC閣僚会議出席（１１／１５～１６）
パン ギ ムン

１１／１４ 潘基文外交通商部長官と会談
１１／１５ ダウナー・オーストラリア外相と会談
１１／１６ ニエン・ベトナム外相と会談
１１／１６ ライス米国務長官と会談
１１／１６ ラヴロフ・ロシア外相と会談
１１／１６ サイド・ハミド・マレーシア外相と会談



国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程 

要人往来

287外交青書 2006

韓国 往 二階経済産業大臣 １１／１５～１１／１６ 第１７回APEC閣僚会議出席（１１／１５～１６）
キムヒョンジョン

１１／１６ 金鉉 宗外交通商部交渉本部長と会談

往 小泉総理大臣 １１／１８～１１／１９ 第１３回APEC首脳会議出席（１１／１８～１９）
ノ ム ヒョン

１１／１８ 盧武鉉大統領と会談
１１／１８ ラゴス・チリ大統領と会談
１１／１９ マーティン・カナダ首相と会談

往 金田外務副大臣 １２／６～１２／８ 「日韓友情年２００５」フィナーレ式典に出席（１２／７）
ユ ミョンファン

１２／７ 柳明 桓外交通商部第一次官と会談

カンボジア 来 ソック・アン副首相兼
閣僚評議会担当相

３／７～３／１２ 外務省賓客
３／９ 町村外務大臣と会談

来 ハオ・ナムホン副首相
兼外務国際協力相

５／５～５／１３ 博覧会賓客（公式随員）、ASEM第７回外相会合
出席（５／６～７）
５／１１ 皇太子殿下と接見
５／１１ 町村外務大臣と会談
５／１２ 小泉総理大臣と会談

来 フン・セン首相 ５／９～５／１３ 博覧会賓客
５／１１ 皇太子殿下と接見
５／１１ 町村外務大臣と会談
５／１２ 小泉総理大臣と会談

往 小野寺外務大臣政務官 ６／２～６／３ アンコール遺跡保存修復事業記念式典出席（６／３）
６／３ ソック・アン副首相兼閣僚評議会担当相

と会談

往 町村外務大臣 ６／１０ ６／１０ ノロドム・シハモニ国王に表敬
６／１０ フン・セン首相に表敬
６／１０ ハオ・ナムホン副首相兼外務国際協力相

と会談

往 遠山外務大臣政務官 １２／２７～１２／２８ １２／２７ ソック・アン副首相兼閣僚評議会担当相
と会談

１２／２７ ノロドム・ラナリット国民議会議長と会談
１２／２８ ハオ・ナムホン副首相兼外務国際協力相

と会談

サモア 来 トゥイラエパ・サイレ
レ・マリエレガオイ首
相

２／２７～３／３ ２／２８ 小泉総理大臣と会談

シンガポー
ル

往 大野防衛庁長官 １／９～１／１１ １／１０ テオ・チーヒン国防相と会談
１／１０ リー・シェンロン首相に表敬
１／１０ リー・クアンユー内閣顧問に表敬
１／１０ ジョージ・ヨー外相と会談

来 ジョージ・ヨー外相 １／２３～１／２８ 外務省賓客
１／２４ 細田内閣官房長官と会談
１／２５ 町村外務大臣と会談
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シンガポー
ル

往 逢沢外務副大臣 ４／２７～４／２９ アジア円卓会議２００５（４／２８～２９）及びアジア海
賊対策地域協力協定署名セッション（４／２８）出席
４／２９ テオ・チーヒン国防相に表敬

往 竹中経済財政政策担当
大臣

４／２９～４／３０ ４／２９ リー・シェンロン首相に表敬
４／３０ リム・フンキャン貿易産業相と会談

来 リー・シェンロン首相 ５／２３～５／２８ ５／２４ 小泉総理大臣と会談

来 ジョージ・ヨー外相 ５／２３～５／２８ リー・シェンロン首相に同行
５／２４ 小泉総理大臣に表敬

往 大野防衛庁長官 ６／３～６／５ 第４回アジア安全保障会議出席（６／３～５）

往 川口総理大臣補佐官 ６／１６～６／１７ ６／１７ ジャヤクマール副首相と会談
６／１７ ジョージ・ヨー外相と会談

往 町村外務大臣 ７／１９ ７／１９ テオ・チーヒン国防相と会談
７／１９ リー・シェンロン首相に表敬
７／１９ ジョージ・ヨー外相と会談

往 中川経済産業大臣 １０／７～１０／８ １０／８ ジョージ・ヨー外相と会談

来 ゴー・チョクトン上級
相

１１／６～１１／９ １１／８ 小泉総理大臣に表敬
１１／９ 麻生外務大臣と会談

スリランカ 往 谷川外務副大臣 １／２９～２／１ スマトラ沖大地震及びインド洋津波被災地視察
１／３１ カディルガマール外相と会談
１／３１ ラージャパクサ首相と会談
２／１ クマーラトゥンガ大統領と会談

往 逢沢外務副大臣 ６／９～６／１０ ６／９ カディルガマール外相と会談

往 福島外務大臣政務官 ８／１４～８／１５ カディルガマール外相葬儀出席（８／１５）

ソロモン 来 ケマケザ首相 ７／９～７／１６ 博覧会賓客
７／１１ 小泉総理大臣と会談

タイ 往 町村外務大臣 １／７～１／９ スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害視察
１／８ ポーキン内相と会談
１／８ サムパン国防相と会談
１／８ スラキアット外相と会談

往 竹中経済財政政策担当
大臣

１／１４～１／１５ １／１４ スラポン情報通信技術相と会談

往 谷川外務副大臣 １／２８～１／２９ 津波早期警戒アレンジメントに関する地域協力
閣僚会合出席（１／２８～２９）

往 中川経済産業大臣 ５／５～５／７ ５／６ タクシン首相と会談
５／６ ソムキット副首相兼財務相と会談
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タイ 来 カンタティー外相 ５／５～５／８ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）

往 小野寺外務大臣政務官 ５／１５～５／１７ 国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）
第６１回総会閣僚級会合出席（５／１６～１７）

往 川口総理大臣補佐官 ６／１７～６／１８ ６／１７ スラキアット副首相と会談

往 中川経済産業大臣 ７／３１～８／１ ７／３１ ソムキット副首相兼財務相と会談
７／３１ タノン商務相と会談
８／１ タクシン首相と会談
８／１ ソムキット副首相兼財相と会談
８／１ タノン商務相と会談

来 ポーキン下院議長 ８／３～８／９ ８／５ 河野衆議院議長と会談

来 ソムキット副首相兼商
務相及び同令夫人

８／１０～８／１４ 博覧会賓客

往 秋篠宮殿下 ８／１７～８／２３ 家禽類に関する日・タイ共同調査研究
８／１８ プミポン国王及びシリキット王妃に拝

謁

来 タクシン首相 ８／３０～９／１ ２００５年日本国際博覧会（愛・地球博）視察（８／３１）
９／１ 小泉総理大臣と会談

往 遠山外務大臣政務官 １２／２４～１２／２７ インド洋大津波一周忌式典出席（１２／２６）

中国 往 麻生総務大臣 １／５～１／７ 日中産業科学技術交流シンポジウム出席
（１／６～７）

そ ばいえん

１／５ 曾培炎副総理と会談
おうきょくとう

１／５ 王旭東情報産業部長と会談

往 北側国土交通大臣 １／１７～１／２０
ご ぎ

１／１８ 呉儀国務院副総理と会談
ちょうしゅんけん

１／１８ 張 春賢交通部長と会談
とう か せん

１／１９ 唐家�国務委員と会談
りゅう し ぐん

１／１９ 劉志軍鉄道部長と会談

往 町村外務大臣 ４／１７～４／１８
り ちょうせい

４／１７ 李肇星外交部長と会談
とう か せん

４／１８ 唐家�国務委員と会談
往 川口総理大臣補佐官 ４／２２～４／２４ ボアオ・アジア・フォーラム第４回年次総会出

席（４／２２～２４）

来
り ちょうせい

李肇星外交部長 ５／５～５／９ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）
５／７ 町村外務大臣と会談

往 逢沢外務副大臣 ５／８～５／１１
り ちょうせい

５／１０ 李肇星外交部長に表敬

来
ご ぎ

呉儀国務院副総理 ５／１７～５／２３ 博覧会賓客
５／２３ 河野衆議院議長と会談

往 谷垣財務大臣 ６／２５～６／２７ ASEM第６回財務相会合出席（６／２６）

往 福島外務大臣政務官 ６／２９～７／２
ちょうけいせい

６／３０ 趙啓正新聞弁公室主任と会談
しんこくほう

７／１ 瀋国放外交部部長助理と会談
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中国 往 北側国土交通大臣 ７／２～７／３
ご ぎ

７／２ 呉儀国務院副総理と会談
こうこうとう

７／２ 江光�建設部長と会談
往 島村農林水産大臣 ７／１０～７／１４ 世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合出席

（７／１０～１４）

往 逢沢外務副大臣 ７／１１～７／１４ WTO非公式閣僚会合出席（７／１２～１３）

往 中川経済産業大臣 ７／１１～７／１４ WTO非公式閣僚会合出席（７／１１～１４）

往 谷垣財務大臣 １０／１４～１０／１６ ２０か国財務大臣・中央銀行総裁会議出席（１０／
１５～１６）

往 塩崎外務副大臣 １１／２５～１１／２７
りゅうこうさい

１１／２５ 劉洪才党中央対外連絡部副部長と会談
ぶ たい い

１１／２５ 武大偉外交部副部長と会談

往 北側国土交通大臣 １２／２３
しょう き い

１２／２３ 邵�偉中国国家旅游局長と会談

トンガ 往 福島外務大臣政務官 ６／２３ ６／２３ ウルカララ首相と会談

ナウル 来 スコティ大統領 ８／２～８／５ ８／３ 小泉総理大臣と会談
８／４ 町村外相と会談

ニュージー
ランド

来 クラーク首相 ５／３１～６／４ 博覧会賓客
６／１ 天皇陛下に謁見
６／１ 町村外務大臣と会談
６／２ 小泉総理大臣と会談

ネパール 往 河井外務大臣政務官 ６／１２～６／１３ ６／１２ ギャネンドラ国王に表敬

来 パラス皇太子及び同妃 ７／５～７／１４ 博覧会賓客
７／６ 天皇皇后両陛下と会見
７／６ 皇太子殿下と接見

来 パンディ外相 ７／５～７／１４ 博覧会賓客（公式随員）
７／１３ 町村外務大臣と会談

パキスタン 往 中川経済産業大臣 １／７～１／８ １／８ ムシャラフ大統領と会談
１／８ アジーズ首相と会談
１／８ フマユン商業相と会談

来 カスーリ外相 ２／２１～２／２４ 外務省賓客
２／２２ 町村外務大臣と会談
２／２２ 小泉総理大臣に表敬

往 町村外務大臣 ４／４～４／８ アジア協力対話（ACD）第４回外相会合出席
（４／６）
４／６ カンタティー・タイ外相と会談
４／７ カスーリ外相と会談

パン ギ ムン

４／７ 潘基文韓国外交通商部長官と会談
４／７ ニャン・ウイン・ミャンマー外相と会談

往 小泉総理大臣 ４／３０～５／１ ４／３０ ムシャラフ大統領と会談
４／３０ アジーズ首相と会談
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パキスタン 来 アジーズ首相 ８／８～８／１１ 博覧会賓客
８／１０ 小泉総理大臣と会談

往 谷川外務副大臣 １０／１１～１０／１４ パキスタン等における地震被災地視察
１０／１２ アジーズ首相と会談
１０／１２ カスーリ外相と会談
１０／１４ シェルパオ内相と会談

往 塩崎外務副大臣 １１／１８～１１／１９ 復旧・復興のためのパキスタン政府主催主要ド
ナー・国際機関会合出席（１１／１９）
１１／１９ カスーリ外相と会談
１１／１９ シェルパオ内相と会談
１１／１９ ナツィオス米国開発庁長官と会談
１１／１９ フェレーロ＝ヴァルトナー対外関係・

欧州近隣国政策担当欧州委員と会談

バヌアツ 往 福島外務大臣政務官 ６／２３～６／２４ ６／２４ リニ首相と会談

来 リニ首相 ６／２６～６／３０ 非公式訪問
６／２９ 小泉総理大臣と会談

パプアニュ
ーギニア

来 ソマレ首相 ２／１２～２／１８ 公式実務訪問賓客
２／１４ 天皇陛下に謁見
２／１４ 小泉総理大臣と会談

往 福島外務大臣政務官 ６／２１～６／２２ ６／２１ ソマレ首相と会談

往 有馬政府代表 １０／２７～１０／３０ 太平洋諸島フォーラム（PIF）域外国対話出席
（１０／２９）
１０／２８ ソマレ首相に表敬
１０／２８ ツポウ・トンガ外相と会談
１０／２８ ヒル・米国東アジア太平洋担当国務次

官補と会談
１０／２９ ナマリュー外相と会談

パラオ 来 レメンゲサウ大統領 ３／２１～３／２６ 非公式訪問

来 チン副大統領 ３／２７～３／３０ 震災復興国際感謝の集い出席（３／２８～２９）

来 レメンゲサウ大統領及
び同令夫人

７／６～７／１２ 博覧会賓客
７／６ 細田内閣官房長官と会談
７／７ 天皇皇后両陛下と会見

来 シュムル国務相 ７／６～７／１０ 博覧会賓客（公式随員）
７／６ 細田内閣官房長官と会談
７／７ 天皇皇后両陛下に謁見

来 レメンゲサウ大統領 １２／１２～１２／１５ 非公式訪問

来 シュムル国務相 １２／１４～１２／１６ 非公式訪問

バングラデ
シュ

往 谷川外務副大臣 ５／２０～５／２２ ルプシャ橋開通式出席（５／２１）
５／２１ ジア首相と会談

往 逢沢外務副大臣 ６／１０～６／１１ ６／１１ カーン外相と会談
６／１１ ジア首相と会談
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バングラデ
シュ

来 ジア首相 ７／１１～７／１５ 公式実務訪問賓客
７／１４ 小泉総理大臣と会談
７／１５ 天皇陛下に謁見

来 カーン外相 ７／１１～７／１５ ７／１５ 町村外務大臣と会談

東ティモー
ル

来 ラモス・ホルタ外務・
協力上級相

２／２５～２／２６ ２／２５ 町村外務大臣と会談

往 福島外務大臣政務官 ４／２４～４／２６ 開発パートナー会合出席（４／２４～２６）
４／２５ ラモス・ホルタ外務・協力上級相と会談
４／２６ アルカティリ首相に表敬

来 ラモス・ホルタ外務・
協力上級相

９／６～９／１０ ９／６ 町村外務大臣と会談

フィジー 来 ガラセ首相及び同令夫
人

６／２０～６／２５ 博覧会賓客
６／２４ 小泉総理大臣と会談

フィリピン 往 谷垣財務大臣 １／９～１／１１ １／１０ アロヨ大統領に表敬
１／１０ アマトン財務長官と会談
１／１０ ネリ国家経済開発庁長官と会談
１／１０ ペレス・エネルギー長官と会談

来 ロムロ外務長官 ２／３～２／５ ２／３ 町村外務大臣と会談

往 大野防衛庁長官 ５／１～５／２ ５／２ アロヨ大統領に表敬
５／２ クルス国防長官と会談

来 ロムロ外務長官 ５／５～５／１０ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）

来 ドリロン上院議長 ６／９～６／１３ 愛・地球博視察

往 川口総理大臣補佐官 ６／１３～６／１４ ６／１３ アロヨ大統領と会談
６／１３ ロムロ外務長官と会談

ブータン 往 河井外務大臣政務官 ６／１０～６／１１ ６／１０ ワンチュク国王に謁見
６／１０ ワンチュク外相と会談

ブルネイ 来 モハメッド外貿相 ５／４～５／９ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）

往 町村外務大臣 ６／８～６／９ ６／８ モハメッド外貿相と会談

ベトナム 往 福島外務大臣政務官 １／１８～１／２０ １／１９ フン外務省筆頭副大臣と会談
１／１９ フック計画投資相に表敬
１／１９ フン財務相に表敬

来 ニエン外相 ３／６～３／１０ 外務省賓客
３／８ 町村外務大臣と会談
３／９ 小泉総理大臣に表敬

来 ニエン外相 ５／５～５／８ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）
５／８ 町村外務大臣と会談

往 町村外務大臣 ６／９～６／１０ ６／９ カイ首相に表敬
６／９ ニエン外相と会談
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ベトナム 来 カイ首相 ７／１ ７／１ 小泉総理大臣と会談

往 北側国土交通大臣 １１／１９ １１／１９ タン観光総局長と会談
１１／１９ フック計画投資相と会談
１１／１９ ビン交通運輸相と会談

往 沓掛国家公安委員会委
員長

１１／２９～１２／２ 国境を越える犯罪に関するASEAN＋３閣僚会
合（AMMTC＋３）出席（１１／３０）
１２／１ アイン公安相と会談

（香港特別
行政区）

往 麻生外務大臣 １２／１３～１２／１４ WTO第６回閣僚会議出席（１２／１３～１４）

往 中川農林水産大臣 １２／１１～１２／１９ WTO第６回閣僚会議出席（１２／１３～１４）

往 二階経済産業大臣 １２／１２～１２／１９ WTO第６回閣僚会議出席（１２／１３～１４）

往 金田外務副大臣 １２／１６～１２／１７ WTO第６回閣僚会議出席（１２／１６～１７）

マーシャル 来 ザキオス外相 １／１６～１／２３ 国連防災世界会議出席（１／１８～２２）

来 ノート大統領 １／１６～１／２３ 国連防災世界会議出席（１／１８～２２）

来 ノート大統領及び同令
夫人

７／６～７／１０ 博覧会賓客
７／６ 細田内閣官房長官と会談
７／７ 天皇皇后両陛下と会見

来 ザキオス外相 ７／６～７／１４ 博覧会賓客（公式随員）
７／６ 細田内閣官房長官と会談
７／７ 天皇皇后両陛下に謁見

マレーシア 往 大野防衛庁長官 １／１１～１／１２ １／１１ ナジブ副首相兼国防相と会談

来 サイド・シラジュディ
ン第１２代国王及び王妃

３／６～３／１３ 国賓
ばんさん

３／７ 天皇皇后両陛下と会見、宮中晩餐に出席
３／７ 小泉総理大臣と会談

来 サイド・ハミド外相 ５／５～５／８ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）

往 中川経済産業大臣 ５／２２ ５／２２ ラフィダ国際貿易産業相と会談

来 アブドゥラ首相 ５／２４～５／２６ ５／２５ 小泉総理大臣と会談

往 中川経済産業大臣 １０／８～１０／９ １０／９ ラフィダ国際貿易産業相と会談

往 二階経済産業大臣 １２／８～１２／９ ASEAN＋３経済相会議出席（１２／９）
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マレーシア 往 麻生外務大臣 １２／８～１２／１１ ASEAN＋３外相会議（１２／９）、日・ASEAN
外相会議（１２／９）、日・CLV（カンボジア・
ラオス・ベトナム）外相会議（１２／１０）及び東
アジア首脳会議（EAS）参加国外相昼食会（１２
／１０）出席
１２／９ ナート・インド商工相と会談
１２／９ ピーターズ・ニュージーランド外相と

会談
１２／１０ カンタティー・タイ外相と会談
１２／１０ ダウナー・オーストラリア外相と会談

パン ギ ムン

１２／１０ 潘基文韓国外交通商部長官と会談
１２／１０ サイド・ハミド外相と会談
１２／１０ ハッサン・インドネシア外相と会談
１２／１０ ジョージ・ヨー・シンガポール外相と

会談
１２／１０ ロムロ・フィリピン外務長官と会談
１２／１０ ニャン・ウイン・ミャンマー外相と会談

往 小泉総理大臣 １２／１１～１２／１４ ASEAN＋３首脳会議（１２／１２）、日・ASEAN
首脳会議（１２／１３）、日・CLV首脳会談（１２／１３）
及び東アジア首脳会議（EAS）（１２／１４）出席
１２／１２ カイ・ベトナム首相と会談
１２／１２ ボルキア・ブルネイ国王と会談
１２／１３ アブドゥラ首相と会談
１２／１３ リー・シェンロン・シンガポール首相

と会談
１２／１３ シン・インド首相と会談
１２／１３ クラーク・ニュージーランド首相と会談
１２／１４ ハワード・オーストラリア首相と会談

ミクロネシ
ア

来 ウルセマル大統領 ４／２５～４／２９ 実務訪問賓客
４／２５ 小泉総理大臣と会談
４／２６ 天皇陛下と会見

来 キリオン副大統領及び
同令夫人

８／２１～８／２５ 博覧会賓客

ミャンマー 来 ニャン・ウイン外相 ５／４～５／８ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）

往 福島外務大臣政務官 ８／１８～８／１９ ８／１８ マウン・ミン外務副大臣と会談
８／１９ ニャン・ウイン外相と会談
８／１９ ソー・ター国家計画・経済開発相と会談

モルディブ 往 谷川外務副大臣 ２／１～２／２ スマトラ沖大地震及びインド洋津波被災地視察
２／２ ガユーム大統領と会談

モンゴル 来 ムンフオルギル外相 ３／２１～３／２７ ３／２２ 町村外務大臣と会談
３／２３ 小泉総理大臣と会談
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モンゴル 来 バトボルト産業通商相
（政府代表）

５／２５～６／４ 博覧会賓客

往 谷川外務副大臣 ６／２２～６／２５ ６／２３ エルベクドルジ首相と会談
６／２３ エンフバヤル大統領と会談

ラオス 往 福島外務大臣政務官 １／１６～１／１８ １／１７ トンルン副首相兼計画投資委員長と会談
１／１７ ブアソーン副首相と会談
１／１７ チャンシー財務相と会談
１／１７ ブンクート外務副大臣と会談
１／１７ コーゲル・メコン河委員会CEOと会談

来 ソムサワート副首相兼
外相

５／５～５／９ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）

来 サマーン国民議会議長 ５／２３～５／２６ 衆議院議長招待
５／２４ 天皇皇后両陛下に謁見

来 ソムサワート副首相兼
外相

６／１０～６／１４ 博覧会賓客

往 逢沢外務副大臣 ７／２６～７／３０ ASEAN＋３外相会議（７／２７）、ASEAN拡大
外 相 会 合（ASEAN・PMC）（７／２８）及 び
ASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚会合（７
／２９）出席

パン ギ ムン

７／２７ 潘基文韓国外交通商部長官と会談
７／２７ ソムサワート副首相兼外相と会談
７／２８ ソラナEU共通外交・安全保障政策上

級代表と会談

往 北側国土交通大臣 １１／１８～１１／１９ 第３回日・ASEAN交通大臣会合出席（１１／１８）

（２）北米

カナダ 来 マーティン首相及び同
令夫人

１／１９～１／２０ 実務訪問賓客
１／１９ 小泉総理大臣と会談
１／２０ 天皇皇后両陛下に謁見

来 ヘイズ上院議長 ５／１９～５／２４ 参議院招待
５／２３ 町村外務大臣と会談
５／２４ 天皇皇后両陛下に謁見
５／２４ 扇参議院議長と会談

往 小池環境大臣 ９／２２～９／２３ 気候変動枠条約第１１回締約国会議（COP１１）
及び京都議定書第１回締約国会合（COP/MOP
１）閣僚準備会合出席（９／２２～２３）

往 山中外務大臣政務官 １２／７～１２／１０ COP１１及びCOP/MOP１ハイレベルセグメン
ト出席（１２／７～９）

往 小池環境大臣 １２／７～１２／１０ COP１１及びCOP/MOP１ハイレベルセグメン
ト出席（１２／７～９）
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米国 往 大野防衛庁長官 ２／１８～２／２０ 日米安全保障協議委員会（「２＋２」会合）出席
（２／１９）

往 町村外務大臣 ２／１８～２／２０ 日米安全保障協議委員会（「２＋２」会合）出席
（２／１９）
２／１９ ライス国務長官と会談
２／１９ ハドレー大統領特別補佐官と会談

往 小野寺外務大臣政務官 ２／２３～２／２４ ２／２３ ピン第５９回国連総会議長と会談

往 有馬政府代表 ３／１７～３／１８ ３／１８ エイブラムズ大統領副補佐官と会談
３／１８ バーンズ政治問題担当国務次官代行と

会談

来 ライス国務長官 ３／１８～３／１９ ３／１９ 町村外務大臣と会談
３／１９ 小泉総理大臣に表敬

往 谷垣財務大臣 ４／１５～４／１７ 第７１回世界銀行・国際通貨基金（IMF）合同開
発委員会（４／１７）及び７か国財務大臣・中央
銀行総裁会議（４／１５～１６）出席
４／１６ スノー財務長官と会談

往 町村外務大臣 ４／２８～５／２ ２００５年核兵器不拡散条約（NPT）運用検討会
議出席（５／２）
４／２９ ピン第５９回国連総会議長等の国連関係

者・主要加盟国と意見交換
５／２ ライス国務長官と会談
５／２ アナン国連事務総長と会談

往 麻生総務大臣 ４／２９～５／４ 日米外交・安全保障セッション出席（４／３０～
５／１）
５／２ ハドレー大統領補佐官と会談
５／３ チェイニー副大統領と会談
５／３ ラムズフェルド国防長官主催レセプ

ションに出席

往 伊藤金融担当大臣 ４／２９～５／４ ４／２９ イェレン・サンフランシスコ連邦準備
銀行総裁と会談

５／２ ガイトナー・ニューヨーク連邦準備銀
行総裁と会談

５／３ ドナルドソン米国証券取引委員会
（SEC）委員長と会談

往 河井外務大臣政務官 ５／１０～５／１３ ２００５年NPT運用検討会議出席（５／１１）

往 逢沢外務副大臣 ６／２７～６／２９ 国連開発資金ハイレベル対話出席（６／２７～２８）
６／２８ ピン第５９回国連総会議長と会談

往 天皇皇后両陛下 ６／２７～６／２８ 慰霊及び平和の祈念のため

来 ライス国務長官 ７／１１～７／１２ ７／１２ 町村外務大臣と会談
７／１２ 小泉総理大臣に表敬
７／１２ 細田内閣官房長官と会談
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米国 往 町村外務大臣 ７／１７ G４外相会合出席（７／１７）
７／１７ G４外相とアフリカ連合（AU）１８か国

委員会代表と会談
７／１７ G４外相とピン第５９回国連総会議長と

会談
７／１７ G４外相とアナン国連事務総長と会談
７／１７ ピン第５９回国連総会議長と会談
７／１７ エリアソン第６０回国連総会議長と会談

往 町村外務大臣 ７／２６～７／２８ ７／２６ アナン国連事務総長と会談
７／２６ ピン第５９回国連総会議長と会談
７／２８ ライス国務長官と会談

来 ハスタート連邦下院議
長

７／３０～
８／２、８／８

「北朝鮮難民と人権に関する国際議員連盟」第
２回総会出席（８／１）
８／１ 小泉総理大臣と会談
８／１ 河野衆議院議長と会談

往 彬子女王殿下 ９／１～９／５ オーランド御旅行

往 町村外務大臣 ９／１３～９／１８ 安保理首脳会合（９／１４）、G４外相会合（９／
１５）、日・ASEAN外相会議（９／１５）、国連総
会（９／１７）、日・EUトロイカ外相協議（９／
１７）、日・GCC（湾岸協力理事会）外相会合（９
／１７）及び日中韓外相会談（９／１７）出席
９／１４ ズィーバーリー・イラク外相と会談
９／１４ ラヴロフ・ロシア外相と会談
９／１５ エリアソン第６０回国連総会議長と会談
９／１６ アクフォ＝アドゥ・ガーナ外相と会談
９／１６ ドゥースト＝ブラジー・フランス外相

と会談
パン ギ ムン

９／１６ 潘基文韓国外交通商部長官と会談
９／１６ ギュル・トルコ副首相兼外相と会談
９／１６ ペティグルー・カナダ外相と会談
９／１７ フィーニ・イタリア外相と会談
９／１７ ストロー・英国外相と会談
９／１７ ライス国務長官と会談
９／１８ モッタキ・イラン外相と会談

往 小泉総理大臣 ９／１５ 国連首脳会合出席（９／１５）
９／１５ アナン国連事務総長と会談

往 中川経済産業大臣 ９／１５～９／１６ ９／１５ ポートマン通商代表と会談

往 有馬政府代表 ９／２０～９／２４ 第４回包括的核実験禁止条約（CTBT）発効促
進会議出席（９／２１～２２）
９／２０ ウェルチ国務次官補と会談
９／２３ エイブラムズ大統領副補佐官と会談
９／２３ アーミテージ国務副長官と会談
９／２３ ロドマン国防総省次官補と会談
９／２３ ダニン国務次官補代理と会談

往 谷垣財務大臣 ９／２２～９／２４ ７か国財務大臣・中央銀行総裁会議（９／２３～
２４）及び第６０回世銀・IMF総会（９／２４）出席
９／２３ スノー財務長官と会談
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米国 往 大野防衛庁長官 １０／２８～１０／２９ 日米安全保障協議委員会（「２＋２」会合）出席
（１０／２９）

往 町村外務大臣 １０／２８～１０／２９ 日米安全保障協議委員会（「２＋２」会合）出席
（１０／２９）
１０／２８ ライス国務長官と会談
１０／２８ ハドレー大統領特別補佐官と会談

来 ブッシュ大統領及び同
令夫人

１１／１５～１１／１６ 実務訪問賓客
１１／１６ 小泉総理大臣と会談

往 麻生外務大臣 １２／２～１２／４ １２／２ ライス国務長官と会談
１２／２ チェイニー副大統領と会談
１２／２ ハドレー大統領補佐官と会談
１２／３ ラムズフェルド国防長官と会談

往 山中外務大臣政務官 １２／４～１２／６ １２／５ エリアソン第６０回国連総会議長と会談

（３）中南米

エルサルバ
ドル

来 デ・エスコバル副大統
領

４／７～４／１１ IDB沖縄年次総会出席

来 デ・エスコバル副大統
領

８／１６～８／２０ 博覧会賓客、日本・中米首脳会談出席（８／１８）
８／１８ 天皇皇后両陛下に謁見

来 ライーネス外相 ８／１６～８／２０ 博覧会賓客（公式随員）、デ・エスコバル副大
統領随行
８／１７ 町村外務大臣と会談

往 常陸宮同妃両殿下 １０／５～１０／８ 公式訪問
１０／６ サカ大統領に表敬

キューバ 来 デ・ラ・ヌエス外国貿
易相

７／２４～７／２９ 博覧会賓客

グアテマラ 往 小野寺外務大臣政務官 ２／２６～２／２８ 外交関係樹立７０周年記念式典出席（２／２８）

来 ベルシェ大統領及び同
令夫人

８／１７～８／２０ 博覧会賓客、日本・中米首脳会談出席（８／１８）
８／１８ 天皇皇后両陛下と会見

来 ブリッツ外相 ８／１７～８／２０ ベルシェ大統領随行
８／１７ 町村外務大臣と会談

グレナダ 来 ミッチェル首相 １／１８～１／２２ 国連防災世界会議出席

コスタリカ 来 パチェコ大統領及び同
令夫人

８／１７～８／２１ 博覧会賓客、日本・中米首脳会談出席（８／１８）
８／１８ 天皇皇后両陛下と会見

来 トバル外相 ８／１７～８／２１ パチェコ大統領随行
８／１７ 町村外務大臣と会談
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コロンビア 来 ウリベ大統領 ４／９～４／１２ 実務訪問賓客、米州開発銀行（IDB）沖縄年次
総会出席（４／１０）
４／１１ 河野衆議院議長との昼食会に出席
４／１１ 天皇陛下と会見
４／１１ 小泉総理大臣と会談

来 バルコ外相 ４／９～４／１２ 大統領訪日公式随員
４／１１ 町村外務大臣と会談

ジャマイカ 往 小野寺外務大臣政務官 ５／１～５／３ ５／３ ナイト外相に表敬

セントクリス
トファー・ネ
ーヴィス

来 ハリス外相 ６／２７～７／１ 外務省オピニオン・リーダー招待
６／３０ 町村外務大臣と会談

来 ダグラス首相 １０／１６～１０／２５
しょうへい

海外漁業協力財団招聘
１０／１８ 小泉総理大臣と会談

チリ 往 小野寺外務大臣政務官 ４／２８～４／３０ 第３回民主主義共同体閣僚級会合出席（４／２８
～３０）
４／２９ ウォーケル外相と会談

ドミニカ共
和国

来 アルブルケルケ副大統
領及び同令夫人

５／２４～５／２９ 博覧会賓客

来 アルブルケルケ副大統
領及び同令夫人

８／１７～８／２０ 日本・中米首脳会談出席（８／１８）
８／１８ 町村外務大臣と会談
８／１８ 天皇皇后両陛下に謁見

ニカラグア 来 カルデラ外相 ７／１０～７／１３ 外務省賓客
７／１２ 町村外務大臣と会談
７／１２ 常陸宮同妃両殿下と接見

来 リソ副大統領及び同令
夫人

８／１７～８／２０ 博覧会賓客、日本・中米首脳会談出席（８／１８）
８／１８ 天皇皇后両陛下に謁見

往 常陸宮同妃両殿下 １０／２～１０／５ 公式訪問
１０／３ ボラーニョス大統領に表敬

ハイチ 来 アブラハム外相 １／１８～１／２２ 国連防災世界会議出席

パナマ 来 ルイス・ナバロ第一副
大統領兼外相

８／１７～８／２０ 博覧会賓客、日本・中米首脳会談出席（８／１８）
８／１８ 天皇皇后両陛下に謁見
８／１８ 町村外務大臣と会談

バハマ 往 小野寺外務大臣政務官 ２／２４～２／２６ ２／２４ クリスティ首相に表敬
２／２４ ミッチェル外相に表敬
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パラグアイ 往 福島外務大臣政務官 ９／１４～９／１５ ９／１４ ベルヘン蔵相と会談
９／１４ ヒメネス外務次官（外相代行）と会談
９／１５ カスティグリオーニ副大統領に表敬

来 ラチド外相 １０／２８～１１／１ 大統領訪日公式随員
１１／１ 麻生外務大臣と会談

来 ドゥアルテ大統領及び
同令夫人

１０／２８～１１／２ 公式実務訪問賓客
１０／２９ 小泉総理大臣と会談
１１／１ 河野衆議院議長と会談

ご さん

１１／２ 天皇皇后両陛下と会見、宮中午餐に出席

来 ボガード下院議長 １０／２８～１１／２ 大統領訪日随員

バルバドス 来 ミラー外相 ４／５～４／９ IDB沖縄年次総会出席（４／７～８）

来 シモンズ外交貿易担当
国務相

８／３～８／９ 外務省高級実務者招聘

ブラジル 往 河井外務大臣政務官 ５／６～５／９ 米州議員連盟総会出席（５／９）

来 アモリン外相 ５／２６～５／２７ 大統領訪問公式随員
５／２７ 町村外務大臣と会談

来 ルーラ大統領及び同令
夫人

５／２６～５／２８ 公式実務訪問賓客
５／２６ 小泉総理大臣と会談
５／２７ 天皇皇后両陛下と会見、宮中午餐に出席

往 福島外務大臣政務官 ９／１５～９／１８ コチア青年移住５０周年記念式典出席（９／１８）

ボリビア 来 シーレス外相 ３／１５～３／２０ 外務省賓客
３／１６ 町村外務大臣と会談
３／１７ 清子内親王殿下と接見

来 メサ大統領 ４／９～４／１１ IDB沖縄年次総会出席（４／９～１０）

ホンジュラ
ス

来 ロサ・バウティスタ外
相及び同令夫人

３／６～３／９ 外務省賓客
３／７ 町村外務大臣と会談
３／８ 清子内親王殿下と接見

来 マドゥーロ大統領 ４／９～４／１１ IDB沖縄年次総会出席（４／９）

来 マドゥーロ大統領 ８／１７～８／２０ 博覧会賓客、日本・中米首脳会談出席（８／１８）
８／１８ 天皇皇后両陛下と会見

来 フォルティン外相 ８／１７～８／２０ 博覧会賓客（公式随員）、マドゥーロ大統領随行
８／１７ 町村外務大臣と会談

来 ロボ副大統領 ８／１７～８／２０ マドゥーロ大統領随行

メキシコ 来 デルベス外相 ９／２３～９／２７ ９／２６ 町村外務大臣と会談
９／２６ 皇太子殿下と接見
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（４）欧州

アイスラン
ド

来 アウスグリムソン首相
及び同令夫人

７／１０～７／１７ 博覧会賓客
７／１１ 小泉総理大臣と会談
７／１４ 天皇皇后両陛下に謁見

来 オッドソン外相 ９／１１～９／１６ ９／１３ 町村外務大臣と会談

アイルラン
ド

来 マッカリース大統領 ３／１５～３／２１ 愛・地球博会場視察（３／１８）
３／１７ 天皇陛下と会見

往 天皇皇后両陛下 ５／７～５／１０ 欧州御訪問の途次、お立ち寄り
５／７ アハーン首相を御引見
５／９ マッカリース大統領同夫君と御会見

アルメニア 来 マルガリャン首相及び
同令夫人

６／６～６／９ 博覧会賓客
６／８ 小泉総理大臣と会談
６／８ 扇参議院議長と会談

アンドラ 来 フォルネ首相及び同令
夫人

１／１８～１／２２ 実務訪問賓客
１／１９ 小泉総理大臣と会談
１／２１ 天皇皇后両陛下に謁見

イタリア 来 ペーラ上院議長 ７／２０～７／２４ 博覧会賓客
７／２１ 扇参議院議長と会談

英国 往 伊藤金融担当大臣 １／５～１／７ １／６ マッカーシー金融サービス機構長官と
会談

１／６ キング中央銀行総裁と会談

往 竹中経済財政政策担当
大臣

１／９～１／１０ １／１０ クロツィア・ロイヤル・メール最高責
任者と会談

１／１０ ステプルトン・ポストコム会長と会談

往 河野衆議院議長 １／１０～１／１３ 親善訪問
１／１２ マーティン下院議長と会談

往 島村農林水産大臣 １／１１ ジュネーブ訪問途上での立ち寄り

往 麻生総務大臣 １／１２～１／１３ 衆議院日英議会交流派遣議員団の英国訪問

来 ストロー外相 １／１９～１／２０ １／２０ 町村外務大臣と会談

往 承子女王殿下 ２００４年４月～ 御留学

往 彬子女王殿下 ２００４年９月～ 御留学

往 典子女王殿下 ２００４／１２／２４～
２００５／１／３

国際的視野を広げるため

往 谷垣財務大臣 ２／４～２／５ ７か国財務大臣・中央銀行総裁会議出席
（２／４～５）
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英国 往 逢沢外務副大臣 ２／２８～３／２ パレスチナ自治政府の強化に関するロンドン会
議出席（３／１）

来 アンドリュー王子 ４／１９～４／２５ 博覧会賓客
４／２０ 皇太子殿下と接見

往 谷垣財務大臣 ６／１０～６／１１ G８蔵相会合出席（６／１０～１１）

往 町村外務大臣 ６／２２～６／２５ G８外相会合出席（６／２３）
６／２３ ライス米国国務長官と会談
６／２３ ストロー外相と会談

往 高円宮妃殿下 ６／２６～６／２７ お立ち寄り

往 小泉総理大臣 ７／６～７／９ 主要国首脳会議（G８グレンイーグルズ・サ
ミット）出席（７／６～８）
７／６ マーティン・カナダ首相と会談
７／７ プーチン・ロシア大統領と会談

往 町村外務大臣 ７／８～７／９ G４外相会合（７／８）及びG４外相＋ガーナ
外相会合（７／８）出席

往 町村外務大臣 ７／２４～７／２６ G４外相会合（７／２５）及びG４・AU外相会合
（７／２５）出席

往 高円宮妃殿下 １１／３～１１／７ バードライフ世界理事会御臨席（１１／４）

往 中川農林水産大臣 １１／６～１１／７ WTO非公式閣僚会合出席（１１／７）

往 二階経済産業大臣 １１／６～１１／７ WTO非公式閣僚会合出席（１１／７）

往 谷垣財務大臣 １２／２～１２／３ ７か国財務大臣・中央銀行総裁会議出席
（１２／２～３）

往 塩崎外務副大臣 １２／８～１２／９ 国際開発省との意見交換
１２／８ トーマス国際開発省政務次官と会談

オーストリ
ア

往 小野寺外務大臣政務官 ４／１５～４／１７ ４／１５ キルレ外務次官と会談

オランダ 往 竹中経済財政政策担当
大臣

１／１０～１／１２ １／１１ ブリンクホルスト副首相兼経済相と会談
１／１１ ザルム副首相兼財務相と会談

来 ボット外相 ４／６～４／９ 外務省賓客
４／７ 小泉総理大臣に表敬
４／８ 町村外務大臣と会談

来 ウィレム・アレキサン
ダー皇太子及び同妃

４／１７～４／２０ 博覧会賓客
４／１８ 皇太子殿下主催宮中午餐に出席

往 小泉総理大臣 ５／２ ５／２ バルケネンデ首相と会談
５／２ ベアトリックス女王に謁見

キプロス 来 ヤコヴ外相 ５／５～５／８ ASEM第７回外相会合出席（５／７）
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ギリシャ 来 ベナキ国会議長 ５／２９～６／３ 衆議院議長招待
５／３０ 河野衆議院議長と会談
５／３１ 小泉総理大臣に表敬
５／３１ 扇参議院議長と会談
５／３１ 天皇陛下に謁見

来 カラマンリス首相及び
同令夫人

１１／１０～１１／１３ 実務訪問賓客
１１／１１ 天皇皇后両陛下に謁見
１１／１１ 小泉総理大臣と会談
１１／１１ 河野衆議院議長と会談

クロアチア 来 コソル副首相兼家族・
退役軍人・世代間連帯
相

４／１０～４／１３ 博覧会賓客
４／１１ 細田内閣官房長官と会談

来 グラバル＝キタロビッ
チ外務・欧州統合相

４／１０～４／１３ 博覧会賓客（公式随員）
４／１１ 町村外務大臣と会談

往 棚橋科学技術政策・食
品安全・食育担当大臣

５／４～５／７ ５／５ プリモラッツ科学・教育・スポーツ相
と会談

５／５ メシッチ大統領に表敬
５／５ サナデル首相に表敬

往 福島外務大臣政務官 ７／１０～７／１２ ７／１１ ビシュチェビッチ外務次官と会談
７／１１ ヤキッチ大統領補佐官に表敬

スイス 往 谷川外務副大臣 １／１０～１／１２ スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害に関す
る閣僚級ドナー国会議出席（１／１１）

往 島村農林水産大臣 １／１１～１／１３ １／１２ スパチャイWTO事務局長と会談
１／１３ ダイス経済相と会談

往 川口総理大臣補佐官 １／２５～１／３０ 世界経済フォーラム２００５年年次総会（ダボス会
議）出席（１／２５～３０）

往 中川経済産業大臣 １／２８～１／２９ WTO非公式閣僚会合出席（１／２９）

往 福島外務大臣政務官 １／２８～１／２９ WTO非公式閣僚会合出席（１／２９）

往 小野寺外務大臣政務官 ３／１５～３／１７ 国連人権委員会及び軍縮会議出席（３／１７）
３／１６ アルブール国連人権高等弁務官と会談
３／１６ ラメル英国外務政務次官と会談
３／１６ パンディ・ネパール外相と会談
３／１７ ケレンベルガー赤十字国際委員会

（ICRC）総裁と会談

来 シュミート大統領及び
同令夫人

４／１４～４／２０ 博覧会賓客
４／１８ 小泉総理大臣と会談
４／１９ 天皇皇后両陛下と会見

往 中川経済産業大臣 ７／２７～７／３０ WTO一般理事会等出席（７／２７～３０）

往 島村農林水産大臣 ７／２６～８／１ WTO一般理事会等出席（７／２７～３０）

往 岩永農林水産大臣 １０／９～１０／１４ WTO非公式少数閣僚会合出席（１０／１０、１２）

往 中川経済産業大臣 １０／９～１０／１４ WTO非公式少数閣僚会合出席（１０／１０、１２）

往 岩永農林水産大臣 １０／１９～１０／２１ WTO非公式閣僚会合出席（１０／２０～２１）
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スイス 往 中川経済産業大臣 １０／１９～１０／２１ WTO非公式閣僚会合出席（１０／２０～２１）

往 逢沢外務副大臣 １０／２５～１０／２７ 南アジア地震被害支援閣僚級会合出席（１０／２６）
１０／２６ フィーチャム世界エイズ・結核・マラ

リア対策基金事務局長と会談
１０／２６ マッキンレー国際移住機関（IOM）事

務局長と会談

往 二階経済産業大臣 １１／８～１１／９ WTO非公式閣僚会合出席（１１／８～９）

往 中川農林水産大臣 １１／８～１１／１０ WTO非公式閣僚会合出席（１１／８～９）

往 中川農林水産大臣 １１／２１～１１／２２ WTO非公式閣僚会合出席（１１／２２）

往 二階経済産業大臣 １２／１～１２／３ WTO非公式閣僚会合出席（１２／１～３）

往 中川農林水産大臣 １２／１～１２／４ WTO非公式閣僚会合出席（１２／１～３）

スウェーデ
ン

来 ヴィクトリア皇太子 ４／５～４／１１ 博覧会賓客
４／７ 皇太子同妃両殿下主催晩餐に出席
４／８ 高円宮妃殿下主催午餐に出席
４／９ 天皇皇后両陛下主催宮中午餐に出席

往 逢沢外務副大臣 ４／１１～４／１２ ４／１２ フレイヴァルス外相と会談
４／１２ イエムティン開発協力相と会談
４／１２ ダールグレン外務副大臣と会談

来 フレイヴァルス外相 ５／６～５／１０ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）
５／８ 町村外務大臣と会談

スペイン 来 モラティノス外務・経
済協力相

５／６～５／８ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）

来 フェリペ皇太子及び同
妃

６／２～６／５ ６／３ 天皇皇后両陛下主催宮中午餐に出席
６／５ 皇太子殿下主催宮中午餐に出席

来 モラティノス外務・経
済協力相

７／２４～７／２６ 博覧会賓客

スロバキア 来 クカン外相 ５／５～５／８ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）
５／７ 町村外務大臣と会談

来 ズリンダ首相 ５／２３～５／２６ ５／２３ 扇参議院議長と会談
５／２３ 河野衆議院議長と会談
５／２３ 小泉総理大臣と会談
５／２４ 天皇陛下に謁見

スロベニア 往 塩崎外務副大臣 １２／４～１２／６ 第１３回欧州安全保障協力機構（OSCE）外相理
事会出席（１２／５～６）

パン ギ ムン

１２／５ 潘基文韓国外交通商部長官と会談
１２／５ ガニエフ・ウズベキスタン外相と会談
１２／６ トカーエフ・カザフスタン外相と会談
１２／６ ホルデ・アイスランド外相と会談
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セルビア・
モンテネグ
ロ

往 小野寺外務大臣政務官 ４／１７～４／１９ ４／１８ イバノビッチ対外経済関係相と会談
４／１８ ボシュコビッチ副外相と会談
４／１９ ルコバ・コソボ大統領に表敬
４／１９ コスミ・コソボ首相と会談

チェコ 往 中川経済産業大臣 １／１３～１／１６ １／１４ グロス首相と会談
１／１４ ヤーン経済担当副首相と会談
１／１４ ウルバン商工相と会談

来 パロウベク首相 ６／２２～６／２５ 博覧会賓客
６／２２ 小泉総理大臣と会談
６／２３ 天皇陛下に謁見

往 金田外務副大臣 １１／８～１１／９ １１／８ スヴォボダ外相と会談

デンマーク 来 フレデリック皇太子及
び同妃

４／１７～４／２１ 博覧会賓客
４／１８ 皇太子殿下と接見
４／１８ 天皇皇后両陛下主催宮中午餐に出席

ドイツ 往 中川経済産業大臣 １／１７～１／１８ １／１８ クレメント経済労働相と会談

来 ティールゼ連邦議会議
長

３／４～３／８ 衆議院議員招待
３／４ 河野衆議院議長と会談

来 ケーラー大統領及び同
令夫人

４／３～４／６ 実務訪問賓客
４／４ 天皇皇后両陛下と会見
４／４ 皇太子同妃両殿下と接見
４／５ 小泉総理大臣と会談

往 高円宮妃殿下 ６／２１～６／２３ FIFA Cup 御観戦（６／２１～２２）

往 小野寺外務大臣政務官 ７／２２～７／２３ シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン音楽祭出席
（７／２２）

ノルウェー 来 コスモ国会議長 ２／７～２／１０ さっぽろ雪祭り等視察（国交樹立１００周年）
２／９ 河野衆議院議長と会談
２／９ 扇参議院議長と会談

往 逢沢外務副大臣 ４／１０～４／１１ スーダン支援国会合出席（４／１１）
４／１１ アナン国連事務総長と会談

来 ホーコン摂政皇太子 ４／１０～４／１３ 博覧会賓客
４／１２ 皇太子同妃両殿下と接見
４／１２ 天皇皇后両陛下主催宮中午餐に出席

往 天皇皇后両陛下 ５／１０～５／１３ 公式御訪問（国交樹立１００周年）
５／１１ ハラルド国王及びソニア王妃と御会見
５／１１ ホーコン摂政皇太子同妃と御会見
５／１１ ボンネヴィーク首相を御引見

バチカン 往 川口総理大臣補佐官
（特派大使）

４／７～４／９ ヨハネス・パウルス２世葬儀出席（４／８）
４／８ スラキアット・タイ副首相と会談
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ハンガリー 来 ショモジ外相 ５／４～５／８ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）

来 シリ国会議長 １１／７～１１／１２ 衆議院議長招待
１１／８ 扇参議院議長と会談
１１／９ 天皇陛下に謁見
１１／９ 小泉総理大臣と会談
１１／９ 河野衆議院議長と会談

往 金田外務副大臣 １１／９～１１／１０ １１／１０ ショモジ外相と会談

フィンラン
ド

来 トゥオミオヤ外相 ５／６～５／８ ASEM第７回外相会合出席（５／６～７）
５／６ 町村外務大臣と会談

来 ヴァンハネン首相 ５／１１～５／１５ 博覧会賓客
５／１１ 皇太子殿下と接見
５／１３ 小泉総理大臣と会談
５／１３ 河野衆議院議長と会談

フランス 往 伊藤金融担当大臣 １／７～１／８ １／７ ノワイエ中央銀行総裁と会談

往 中川経済産業大臣 １／１１～１／１３ １／１３ ゲマール経済財政産業相と会談

来 シラク大統領及び同令
夫人

３／２６～３／２８ 公式実務訪問賓客
３／２７ 小泉総理大臣と会談
３／２８ 天皇皇后両陛下と会見、宮中午餐に出席

往 中川経済産業大臣 ４／３０～５／５ 国際エネルギー機関（IEA）閣僚理事会（５／
２）、経済協力開発機構（OECD）閣僚理事会
（５／３～４）及びWTO非公式閣僚会合（５／
４）出席

往 島村農林水産大臣 ５／１～５／５ WTO非公式閣僚会合出席（５／１～５）

往 町村外務大臣 ５／３～５／４ OECD閣僚理事会（５／３～４）及びWTO非
公式閣僚会合（５／４）出席
５／４ バルニエ外相と会談
５／４ アモリン・ブラジル外相と会談

往 桂宮殿下 ７／４～７／８ 大浮世絵名品展開会式御臨席（７／５）

往 南野法務大臣 ８／２８～８／３０ ８／３０ クレマン法相と会談

往 中山文部科学大臣 １０／６～１０／７
ユ ネ ス コ

第３３回国連教育科学文化機関（UNESCO）総
会出席（１０／７）
１０／７ 松浦ユネスコ事務局長と会談

ブルガリア 来 マーリン副大統領 ５／１１～５／１７ 博覧会賓客
５／１２ 皇太子殿下と接見
５／１６ 川口総理大臣補佐官と会談
５／１６ 河野衆議院議長に表敬
５／１６ 扇参議院議長に表敬

ベルギー 往 島村農林水産大臣 １／１３～１／１４ １／１４ ボエル農業・農村開発担当欧州委員と
会談

往 中川経済産業大臣 １／１６～１／１７ １／１７ マンデルソン貿易担当欧州委員と会談
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ベルギー 往 小野寺外務大臣政務官 １／２０～１／２１ ２００５年日・EU市民交流年オープニング行事出
席（１／２０）
１／２０ ソラナEU共通外交・安全保障政策

（CFSP）上級代表と会談
１／２１ デ・グフト外相と会談

来 フィリップ皇太子 ６／１２～６／１８ 博覧会賓客
６／１７ 皇太子同妃両殿下主催午餐に出席
６／１７ 天皇皇后両陛下主催晩餐に出席

往 町村外務大臣 ６／２１～６／２４ イラク支援国際会議（６／２２）及びG４外相会
合（６／２２）出席
６／２１ ジャアファリー・イラク首相と会談
６／２１ ズィーバーリー・イラク外相と会談
６／２２ ラヴロフ・ロシア外相と会談
６／２２ アナン国連事務総長と会談

往 小野寺外務大臣政務官 ７／７～７／８ 第７回日・EUビジネス・ダイアログ・ラウン
ドテーブル（BDRT）出席（７／７～８）

来 デ＝グフト外相 １０／１２～１０／１７ １０／１２ 町村外務大臣と会談

来 ヴェルホフスタット首
相

１１／８～１１／９ １１／９ 小泉総理大臣と会談

往 塩崎外務副大臣 １２／６～１２／８ ２００５年日・EU市民交流年クロージング行事出
席（１２／７）
１２／７ ソラナEU共通外交・安全保障政策上

級代表と会談
１２／７ クルース競争担当欧州委員と会談
１２／７ デ・ホープ・スケッフェル北大西洋条

約機構（NATO）事務総長と会談

ポーランド 来 ベルカ首相及び同令夫
人

１／１２～１／１５ 実務訪問賓客
１／１３ 皇太子殿下と接見
１／１４ 天皇皇后両陛下に謁見
１／１４ 小泉総理大臣と会談

ボスニア・
ヘルツェゴ
ビナ

来 アドナン・テルジッチ
首相

３／３～３／６ ３／４ 小泉総理大臣と会談

ポルトガル 来 サンパイオ大統領及び
同令夫人

５／２１～５／２８ 博覧会賓客
５／２６ 小泉総理大臣と会談
５／２６ 天皇皇后両陛下主催午餐に出席
５／２７ 皇太子殿下と接見

モナコ 往 常陸宮殿下 ４／１４～４／１５ レーニエ３世前大公殿下国葬御参列（４／１５）
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リトアニア 来 ブラザウスカス首相及
び同令夫人

７／４～７／９ 博覧会賓客
７／４ 小泉総理大臣と会談
７／４ 天皇皇后両陛下に謁見
７／８ 扇参議院議長と会談

ルーマニア 来 バセスク大統領及び同
令夫人

５／３１～６／２ 博覧会賓客
６／２ 小泉総理大臣と会談
６／２ 天皇皇后両陛下と会見
６／２ 河野衆議院議長に表敬
６／２ 扇参議院議長に表敬

来 ウングレアーヌ外相 １１／２９～１２／１ 外務省賓客
１１／２９ 麻生外務大臣と会談

ルクセンブ
ルク

往 秋篠宮同妃両殿下 １／１４～１／１６ ジョゼフィーヌ・シャルロット前大公妃殿下国
葬御参列（１／１５）

往 小野寺外務大臣政務官 １／１８～１／２０ ２００５年日・EU市民交流年オープニング行事出
席（１／１９）
１／１９ シュミット外務・移民担当相と会談
１／１９ ヴァイラー国民議会議長と会談

往 小泉総理大臣 ５／１～５／２ 日・EU定期首脳協議出席（５／２）
５／１ アンリ大公と会談
５／２ ユンカー首相と会談

来 アッセルボルン副首相
兼外務・移民相

５／５～５／９ ASEM第７回外相会合（５／６～７）及び日・
EUトロイカ外相協議（５／６）出席

欧州連合
（EU）

来 フェレーロ＝ヴァルト
ナー対外関係・欧州近
隣国政策担当欧州委員

５／５～５／８ ASEM第７回外相会合（５／６～７）及び日・
EUトロイカ外相協議（５／６）出席

（５）ロシア・旧ソ連新独立国家（NIS）諸国

アゼルバイ
ジャン

往 逢沢外務副大臣 １／１３～１／１５ １／１４ ラシザデ首相と会談
１／１４ メメディヤロフ外相と会談
１／１４ アラスガロフ国会議長と会談
１／１５ シャリフォフ副首相と会談

来 シャリフォフ副首相 ５／１６～５／２０ 博覧会賓客

ウクライナ 往 逢沢外務副大臣 ７／６～７／８ ７／７ ユーシチェンコ大統領と会談

来 タラシュク外相 ７／２０～７／２３ ７／２１ 町村外務大臣と会談

来 ユーシチェンコ大統領
及び同令夫人

７／２０～７／２３ 実務訪問賓客
７／２１ 小泉総理大臣と会談
７／２２ 天皇皇后両陛下と会見
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カザフスタ
ン

往 小野寺外務大臣政務官 ４／１２～４／１５ ４／１３ トカーエフ外相と会談

来 アフメトフ首相 ６／１３～６／１６ 博覧会賓客
６／１４ 天皇陛下に謁見
６／１４ 小泉総理大臣と会談

往 福島外務大臣政務官 ７／１３～７／１４ ７／１３ アフメトフ首相と会談

キルギス 往 福島外務大臣政務官 ７／１４～７／１５ ７／１５ バキーエフ大統領代行と会談
７／１５ オトゥンバエヴァ外相代行と会談

トルクメニ
スタン

往 逢沢外務副大臣 １／１６～１／１７ １／１７ ニヤゾフ大統領と会談
１／１７ グルバンムラドフ副首相と会談
１／１７ メレドフ外相と会談

ロシア 往 町村外務大臣 １／１３～１／１５ 貿易経済日露政府間委員会共同議長間会合出席
（１／１４）
１／１４ ラヴロフ外相と会談

来 フリステンコ産業エネ
ルギー相

４／２１～４／２３ 外務省賓客、第７回貿易経済日露政府間委員会
会合出席（４／２２）

往 小泉総理大臣 ５／８～５／９ 第２次世界大戦終了６０周年記念式典出席（５／９）
５／９ プーチン大統領と会談

来 ラヴロフ外相 ５／３１～６／１ 外務省賓客
５／３１ 町村外務大臣と会談

往 中山文部科学大臣 ６／２７～６／２８ ITER（国際熱核融合実験炉）のサイト決定の
ための６極閣僚級会合出席（６／２８）

往 河井外務大臣政務官 ７／９～７／１１ ロシア退役原潜解体事業「希望の星」現地視察（７／１０）
７／１１ フョードロフ太平洋艦隊司令官に表敬

往 逢沢外務副大臣 ９／２６～９／２８ 第１回極東国際経済会議出席（９／２７～２８）

来 プーチン大統領 １１／２０～１１／２２ 公式実務訪問賓客
１１／２１ 小泉総理大臣と会談
１１／２２ 天皇陛下と会見

（６）中東及び北アフリカ

アフガニス
タン

往 町村外務大臣 ４／４～４／５ ACD第４回外相会合への往路立ち寄り
４／５ カルザイ大統領に表敬
４／５ アブドラ外相と会談

来 アブドラ外相 ５／１７～５／１９ 外務省賓客
５／１８ 町村外務大臣と会談
５／１８ 小泉総理大臣に表敬

アラブ首長
国連邦

往 逢沢外務副大臣 ４／３０～５／１ ザーイド前大統領墓参（５／１）
４／３０ ムハンマド・アブダビ首長国皇太子兼

連邦軍副最高司令官に表敬

往 福島外務大臣政務官 ５／２４ ５／２４ ルブナ・カーシミー経済・計画相と会談
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アラブ首長
国連邦

往 橋本総理特使 ７／１７～７／２０ ザーイド前大統領墓参（７／１８）
７／１８ ハリーファ大統領と会談

アルジェリ
ア

往 有馬政府代表 ３／２１～３／２４ アラブ首脳会議出席（３／２２～２３）
３／２２ ベルハデム外相と会談

往 河井外務大臣政務官 ４／１５～４／１７ ４／１６ ベルハデム外相と会談
４／１６ メグラウィ外務次官と会談
４／１６ サイダニ国民議会議長に表敬

イエメン 往 河井外務大臣政務官 ３／２９～３／３０ ３／２９ サーレハ大統領に表敬

来 サーレハ大統領 １１／６～１１／８ 実務訪問賓客
１１／７ 小泉総理大臣と会談
１１／７ 天皇陛下と会見

イスラエル 往 町村外務大臣 １／１５～１／１８ １／１６ シャローム外相と会談
１／１７ カツァヴ大統領と会談
１／１７ シャロン首相と会談

往 有馬政府代表 ３／５～３／７ ３／６ アイランド国家安全保障評議会（NSC）
議長と会談

３／７ トゥルジマン外交担当首相補佐官と会談

来 オルマート副首相兼産
業貿易相

４／１０～４／１３ 日・イスラエル・ハイテク＆ベンチャー・キャ
ピタル・フォーラム２００５開会式出席（４／１３）
４／１２ 小泉総理大臣に表敬
４／１２ 町村外務大臣と会談

往 有馬政府代表 ６／２６～６／２９ ６／２７ ヴァイスグラス首相特別顧問と会談
６／２８ モファズ国防相と会談

往 有馬政府代表 ９／２６～９／２９ ９／２７ シャローム外相と会談
９／２８ ヴァイスグラス首相特別顧問と会談
９／２８ オルマート副首相兼産業貿易相と会談

往 有馬政府代表 １１／１４～１１／１６ ラビン元首相１０周忌記念式典出席（１１／１４）
１１／１４ シャローム外相主催昼食会に出席

イラク 来 ハサニー移行国民議会
議長

６／１６～６／２３ ６／１７ 町村前外務大臣と会談
６／１７ 小泉総理大臣に表敬

来 ズィーバーリー外相 １１／２３～１１／２６ １１／２４ 麻生外務大臣と会談
１１／２５ 小泉総理大臣に表敬

往 額賀防衛庁長官 １２／３ サマーワ訪問

来 ジャアファリー首相 １２／５～１２／６ 実務訪問賓客
１２／５ 小泉総理大臣と会談

イラン 往 逢沢外務副大臣 １／１１～１／１３ １／１２ ラフサンジャニ公益評議会議長に表敬
１／１２ ローハニ国家安全保障最高評議会書記

に表敬
１／１２ アミンザーデ外務次官と会談
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イラン 来 ハラズィ外相 ２／８～２／１０ ２／９ 小泉総理大臣に表敬
２／９ 町村外務大臣と会談

来 バーホナル国会第一副
議長

１１／１４～１１／１８ １１／１８ 麻生外務大臣と会談

エジプト 往 河野衆議院議長 １／１３～１／１７ エジプト側の招待
１／１５ ムーサ・アラブ連盟事務総長と会談
１／１５ スルール人民議会議長と会談
１／１６ アブルゲイト外相と会談
１／１６ ムバラク大統領と会談

往 有馬政府代表 ３／１９～３／２１ ３／２０ エル・バーズ大統領顧問と会談

往 福島外務大臣政務官 ５／２１～５／２２ ５／２２ バシオーニ・シューラ評議会外交委員
長と会談

５／２２ エルフェッキ人民議会外交委員長と会談
５／２２ オサマ・エル・バーズ大統領外交顧問

と会談

往 有馬政府代表 ９／２５～９／２６ ９／２５ アブルゲイト外相と会談
９／２５ エル・バーズ大統領政治顧問と会談

オマーン 往 河井外務大臣政務官 １／１０～１／１１ １／１１ オマル・ザワウィ国王顧問と会談

カタール 来 アティーヤ第二副首相
兼エネルギー・工業相

３／２３～３／２８ 愛・地球博オープニング出席（３／２４）

往 河井外務大臣政務官 ３／３０～４／１ ３／３１ マハムード外務担当国務相と会談
３／３１ アティーヤ第二副首相兼エネルギー・

工業相と会談
３／３１ ムハンマド経済・通商相と会談

来 ハマド首長及び同妃 ６／７～６／９ 公式実務訪問賓客
６／８ 小泉総理大臣と会談
６／９ 天皇皇后両陛下と会見、宮中午餐に出席

クウェート 往 福島外務大臣政務官 ５／２４ ５／２４ タウィール商工相と会談

往 河井外務大臣政務官 ６／２６～６／２７ ６／２６ ジャービル副首相と会談
６／２７ マアスーマ計画相と会談
６／２７ ジャーラッラー外務次官と会談

サウジアラ
ビア

往 河井外務大臣政務官 ４／２ ４／２ ゴサイビ経済企画相と会談
４／２ マダニ外務副大臣と会談

往 皇太子殿下 ８／３ ファハド国王御弔問のための御旅行

往 橋本特派大使 ８／３ ファハド国王逝去弔問



国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程 

312

サウジアラ
ビア

往 細田総理特使 １１／１８～１１／２０ 国際エネルギーフォーラム（IEF）事務局新庁舎
開所式（１１／１９）及び IEF閣僚会議（１１／１９）出席
１１／１９ アブドッラー国王と会談
１１／１９ ナイミ鉱物資源相と会談
１１／１９ ボドマン米国エネルギー長官と会談

チュニジア 往 河井外務大臣政務官 ４／１４～４／１５ ４／１５ ガンヌーシ首相と会談

来 ガンヌーシ首相及び同
令夫人

６／２０～６／２５ 博覧会賓客
６／２１ 河野衆議院議長と会談
６／２２ 小泉総理大臣と会談
６／２２ 天皇皇后両陛下に謁見

来 テッカリ司法・人権相 １０／５～１０／７ 大統領特使
１０／６ 町村外務大臣と会談

往 竹中総務大臣 １１／１６～１１／１８ 世界情報社会サミット（WSIS）チュニジア会
合出席（１１／１７～１８）

トルコ 往 谷垣財務大臣 ５／２～５／６ アジア開発銀行総会出席（５／４～５）

往 彬子女王殿下 ９／２８～１０／３ アナトリア考古学研究所の落成式御出席及び古
代遺跡等御視察

往 �仁親王殿下 ９／２９～１０／５ アナトリア考古学研究所の落成式御出席及び古
代遺跡等御視察

バーレーン 往 河井外務大臣政務官 ６／２５～６／２６ ６／２５ ムハンマド副首相兼外相と会談
６／２５ ザハラーニ下院議長と会談

往 金田外務副大臣 １１／１１～１１／１２ 「未来のためのフォーラム」第２回会合（外相
級会合）出席（１１／１２）

（パレスチ
ナ）

往 町村外務大臣 １／１５～１／１８ １／１５ シャアス・パレスチナ自治政府（PA）
外務庁長官と会談

１／１６ アッバース PA大統領と会談
１／１６ クレイ PA首相と会談

往 有馬政府代表 ３／５～３／７ ３／５ アッバース PA大統領と会談
３／５ クレイ PA首相と会談
３／５ シャアス副首相兼情報庁長官と会談
３／５ シノクロト PA国民経済庁長官と会談
３／５ エラカート・パレスチナ解放機構

（PLO）交渉局長と会談
３／７ ファイヤード PA財務庁長官と会談
３／７ シュタイエ PA公共事業庁長官兼宅庁

長官と会談

来 アッバース大統領 ５／１５～５／１７ 実務訪問賓客
５／１６ 皇太子殿下と接見
５／１６ 小泉総理大臣と会談
５／１７ 町村外務大臣と会談
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（パレスチ
ナ）

往 有馬政府代表 ６／２６～６／２９ ６／２７ アッバース PA大統領及びシャアス副
首相兼情報庁長官と会談

６／２７ クレイ PA首相と会談
６／２８ ファイヤード PA財務庁長官と会談

往 有馬政府代表 ９／２６～９／２９ ９／２７ クレイ PA首相と会談

往 有馬政府代表 １１／１４～１１／１６ １１／１５ キドワ PA外務庁長官と会談

モロッコ 来 ララ・サルマ国王妃 ２／６～２／９ 非公式訪問

往 河井外務大臣政務官 ４／１３～４／１４ ４／１３ ジェトゥ首相と会談

来 ララ・サルマ国王妃 ６／３０～７／５ 博覧会賓客
７／４ 天皇皇后両陛下と会見

来 モハメッド６世国王 １１／２６～１２／２ 国賓
１１／２８ 天皇皇后両陛下と会見、宮中晩餐に出席
１１／２９ 小泉総理大臣と会談

来 ベナイッサ外務・協力
相

１１／２６～１２／２ 国王訪日に同行
１１／２８ 麻生外務大臣と会談

ヨルダン 往 河井外務大臣政務官 １／１０ １／１０ アワダッラー計画・国際協力担当相と
会談

１／１０ ミラエド王子（地雷除去国内委員会委
員長）と会談

往 福島外務大臣政務官 ２／６～２／７ OECD中東北アフリカ（MENA）パブリック・
ガバナンス閣僚会議出席（２／６～７）
２／６ アブドッラー国王に表敬
２／６ ライース・PA司法長官と会談
２／６ バロネス・サイモンズ英国外務閣外相

と会談
２／６ ジョンストンOECD事務総長と会談
２／６ ムダファル・チュニジア行政改革担当

国務長官と会談
２／６ ラヒール・レバノン開発担当国務相と

会談
２／６ ムバレック・モーリタニア首相と会談

往 福島外務大臣政務官 ５／２０～５／２３ 世界経済フォーラム・ヨルダン会合（５／２０～
２１）及び拡大中東・北アフリカ（BMENA）教
育閣僚会合（５／２３）出席
５／２０ ズマ南アフリカ副大統領と会談
５／２０ カスラウィ外相と会談
５／２０ アズーレイ・モロッコ国王顧問と会談
５／２１ ムアッシャル王宮相と会談
５／２１ アブドラ・アフガニスタン外相と会談
５／２１ ラシード・エジプト通商産業相と会談

往 高円宮妃殿下 ６／２３～６／２６ バディーア王女結婚式御参列（６／２４）

来 ビルタージ国王顧問 ７／３～７／７ 愛・地球博ナショナルデー出席（７／５）
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ヨルダン 来 アブドッラー国王 １２／８～１２／１０ 実務訪問賓客
１２／８ 小泉総理大臣と会談
１２／８ 天皇皇后両陛下と会見

リビア 来 セイフ・アルイスラ
ム・カダフィ国際慈善
基金総裁

４／３～４／９ 博覧会賓客
４／４ 小泉総理大臣に表敬
４／４ 河野衆議院議長に表敬
４／４ 町村外務大臣に表敬

（７）アフリカ

アンゴラ 来 ミランダ外相 ８／３～８／７ 外務省賓客
８／４ 小泉総理大臣に表敬
８／４ 町村外務大臣と会談
８／５ 皇太子殿下と接見

来 ディアス・ドス・サン
トス首相及び同令夫人

９／５～９／８ 博覧会賓客
９／５ 扇参議院議長と会談

エリトリア 来 アリ外相及び同令夫人 ６／９～６／１５ 博覧会賓客
６／１３ 町村外務大臣と会談

ガボン 往 小野寺外務大臣政務官 １／１３～１／１５ １／１４ ボンゴ大統領に表敬

来 ミヤク副首相及び同令
夫人

７／１１～７／１６ 博覧会賓客

カメルーン 往 小野寺外務大臣政務官 １／１５～１／１７ １／１７ エッソ外相と会談
１／１７ イノニ首相に表敬
１／１７ ビヤ大統領に表敬

ギニア 往 河井外務大臣政務官 ２／２２～２／２４ ２／２３ コンデ外相と会談
２／２３ トゥーレ漁業・養殖相と会談
２／２３ ソンパレ国民議会議長に表敬
２／２３ ディアロ首相と会談

ケニア 往 福島外務大臣政務官 ２／２８～３／５ WTO非公式閣僚会合出席（３／１～４）
３／２ キバキ大統領に表敬
３／２ ムワクウェレ外相と会談

来 カパロ国会議長 ８／２７～９／２ 博覧会視察
８／３０ 扇参議院議長と会談

往 逢沢外務副大臣 １０／２７～１０／３０ 難民キャンプ等視察

コンゴ民主
共和国

来 カビラ大統領 ３／１３～３／１６ 実務訪問賓客
３／１４ 天皇陛下と会見
３／１４ 小泉総理大臣と会談
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ザンビア 来 ムワナワサ大統領及び
同令夫人

１／１７～１／２１ 公式実務訪問賓客
１／１７ 森前総理大臣と会談
１／１８ 小泉総理大臣と会談
１／１９ 天皇皇后両陛下と会見、宮中午餐に出席
１／１９ 河野衆議院議長と会談
１／１９ 扇参議院議長と会談

ジブチ 往 河井外務大臣政務官 ７／１４～７／１５ ７／１４ ゲレ大統領と会談
７／１４ ユスフ外相と会談、ユスフ外相主催昼

食会に出席

セネガル 往 小野寺外務大臣政務官 １／１１～１／１３ １／１２ ワッド大統領に表敬
１／１２ ガッジョ外相と会談

タンザニア 来 シェニ副大統領及び同
令夫人

５／２５～５／２９ 博覧会賓客
５／２６ 森前総理大臣と会談

往 河井外務大臣政務官 ７／１６～７／１９ ７／１８ ムカパ大統領に表敬

チャド 来 ヤマスム外務・アフリ
カ統合相

７／１９～７／２１ 外務省賓客
７／２０ 町村外務大臣と会談

ナイジェリ
ア

来 アデニジ外相 ３／２７～３／２９ 外務省賓客
３／２８ 町村外務大臣と会談

ナミビア 往 福島外務大臣政務官 ５／３～５／４ ５／３ ヌガチゼコ通産相と会談

ブ ル キ ナ
ファソ

来 ウエドラオゴ国務相兼
外務・域内協力相

６／１５～６／１８ 博覧会賓客
６／１７ 町村外務大臣と会談

ベナン 来 ビアウ外務・アフリカ
統合相

９／１９～９／２２ 博覧会賓客

ボツワナ 来 カーマ副大統領 ６／６～６／９ 外務省賓客
６／６ 町村外務大臣と会談
６／７ 秋篠宮同妃両殿下と接見

マダガスカ
ル

来 ラヴァルマナナ大統領
及び同令夫人

５／２８～６／３ 博覧会賓客
５／３１ 小泉総理大臣と会談
６／１ 天皇皇后両陛下と会見
６／１ 皇太子殿下と接見

来 ランジェヴァ外相 ５／２８～６／３ 博覧会賓客（公式随員）
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南アフリカ 来 マシュラング全国州評
議会議長

１０／１～１０／６ 参議院賓客
１０／４ 天皇皇后両陛下に謁見
１０／４ 扇参議院議長と会談
１０／５ 河野衆議院議長と会談

モーリタニ
ア

来 ベラル外務・協力相 ７／１１～７／１５ 博覧会賓客
７／１１ 町村外務大臣と会談

モザンビー
ク

往 福島外務大臣政務官 ５／４～５／５ ５／５ ゲブーザ大統領に表敬
５／５ ディオゴ首相と会談
５／５ バンゼ外務協力副大臣と会談

ルワンダ 来 ムリガンデ外務・協力
相

７／１６～７／２０ 外務省賓客
７／１９ 扇参議院議長と会談

往 逢沢外務副大臣 １０／２９ １０／２９ カガメ大統領と会談

レソト 往 福島外務大臣政務官 ５／１～５／２ ５／１ タハネ財務相と会談
５／２ レツィエ３世国王に表敬
５／２ モレレキ外相と会談

来 モレレキ外相 １０／１７～１０／２２ 外務省賓客
１０／１９ 皇太子殿下と接見
１０／１９ 扇参議院議長と会談
１０／１９ 町村外務大臣と会談

（８）国際機関

アジア開発
銀行
（ADB）

来 黒田総裁 ６／１２～６／１４ ６／１３ 小泉総理大臣と会談
６／１３ 町村外務大臣と会談

来 黒田総裁 １０／１８～１０／１９ １０／１９ 小泉総理大臣と会談

来 黒田総裁 １２／２３～１２／２８ １２／２７ 小泉総理大臣と会談
１２／２７ 麻生外務大臣と会談

北大西洋条
約機構
（NATO）

来 デ・ホープ・スケッ
フェル事務総長

４／３～４／５ 外務省賓客
４／４ 小泉総理大臣と会談
４／４ 町村外務大臣と会談

経済協力開
発機構
（OECD）

来 ジョンストン事務総長 ３／２４～３／２９ 愛・地球博オープニング・フォーラム出席及び
日本館等を視察（３／２６～２８）
３／２９ 細田内閣官房長官と会談
３／２９ 町村外務大臣と会談

国際科学技
術センター
（ISTC）

来 ジュスタン事務局長 ３／２３～３／３０ オピニオン・リーダー招待
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国際家族計
画連盟
（IPPF）

来 シンディング事務局長 ６／１９～６／２４ 保健関連MDGs に関するアジア太平洋ハイレ
ベル・フォーラム出席（６／２１～２２）

来 シンディング事務局長 １１／１９～１１／２７ NPO２０５０ １１月講演会で講演（１１／２１）

国際電気通
信連合
（ITU）

来 内海事務総局長 ５／１５～５／２５ WSIS 東京ユビキタス会合出席（５／１６～１７）
５／１８ 町村外務大臣に表敬

来 内海事務総局長 １２／１８～１／９ １２／２０ 麻生外務大臣に表敬

国際連合
（UN）

来 チョードリー後発開発
途上国（LDC）等担当
国連上級代表

１／１７～１／２３ 国連防災世界会議出席（１／１８～２０）

国連アジア
太平洋経済
社会委員会
（UNESCAP）

来 キム・ハク・スー事務
局長

１／１９～１／２２ 国連防災世界会議出席（１／２０～２２）

国連アフリ
カ経済連合
（ECA）

来 アモアコ事務局長 ４／３～４／７ ４／５ 川口総理大臣補佐官に表敬

国連開発計
画（UNDP）

来 デルビシュ総裁 １２／５～１２／６ １２／５ 麻生外務大臣に表敬

国連環境計
画（UNEP）

来 テプファー事務局長 １／１７～１／２０ 国連防災世界会議出席（１／１７～２０）

来 テプファー事務局長 ３／２５～３／２７ UNEP世界環境フォト・コンテスト出席（３／
２５～２６）

来 テプファー事務局長 １０／１４～１０／１５ 地球環境行動会議出席（１０／１４～１５）

来 テプファー事務局長 １１／２０～１１／２２ 酸性雨モニタリング・ネットワーク第７回政府
間会合出席（１１／２０～２１）

国連教育科
学文化機関
（UNESCO）

来 松浦事務局長 １／１７～１／２０ 国連防災世界会議出席（１／１８～１９）

来 松浦事務局長 ６／２６～７／３ 博覧会賓客、国連「持続可能な開発のための教
育の１０年（DESD）」アジア太平洋地域開始式典
出席（６／２８）
６／２８ 細田内閣官房長官に表敬
６／２９ 森前総理大臣に表敬
６／２９ 町村外務大臣に表敬
６／２９ 河野衆議院議長に表敬
６／３０ 天皇皇后両陛下に拝謁、宮中午餐に出席
６／３０ 小泉総理大臣に表敬
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国連教育科
学文化機関
（UNESCO）

来 松浦事務局長 １２／１２～１２／２０ 第１２回国際生命倫理委員会（IBC）（１２／１５）及
び知床世界遺産認定書授与式（１２／１９）出席
１２／１３ 河野衆議院議長に表敬
１２／１３ 森前総理大臣に表敬
１２／１４ 川口前総理大臣補佐官に表敬
１２／１５ 安倍内閣官房長官に表敬
１２／１６ 小泉総理大臣に表敬
１２／１６ 皇太子殿下と接見
１２／１９ 麻生外務大臣に表敬
１２／２０ 天皇皇后両陛下に拝謁

国連訓練調
査研究所
（UNITAR）

来 ボアサール事務局長 １２／５～１２／１６ 日本政府との意見交換（１２／６）

国連合同エ
イズ計画
（UNAIDS）

来 ピーター・ピオット事
務局長

６／３０～７／６ 第７回アジア太平洋エイズ国際会議出席（７／
１～２）

国連世界食
糧計画
（WFP）

来 モリス事務局長 １／１８～１／２０ 国連防災世界食糧会議出席（１／１８～２０）

来 モリス事務局長 １０／２４～１０／２６ １０／２６ 町村外務大臣に表敬

来 モリス事務局長 １２／１８～１２／１９ 日本政府との意見交換（１２／１９）

国連難民高
等弁務官事
務所
（UNHCR）

来 グテーレス高等弁務官 １０／２４～１０／２６ 日本政府との意見交換及び広報活動
１０／２６ 町村外務大臣に表敬

国連人間居
住計画
（UN-HABITAT）

来 ティバイジュカ事務局
長

１１／１３～１１／１６ 日本政府との意見交換（１１／１４）

国連貿易開
発会議
（UNCTAD）

来 スパチャイ事務局長 １０／２３～１０／２６ WTO発足１０周年記念国際シンポジウム出席
（１０／２５）

国連ボラン
ティア計画
（UNV）

来 デ・ラード事務局長 １／１６～１／２２ 国連防災世界会議出席（１／１８～２１）

来 デ・ラード事務局長 １０／２０～１０／２８ 日本政府との意見交換（１０／２１）
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国連ミレニ
ア ム プ ロ
ジェクト

来 ジェフリー・サックス
代表（コロンビア大学
教授）

３／６～３／７ 講演会「開発への投資：ミレニアム開発目標
（MDGs）達成のための実践的行動計画」（外
務省・国際開発高等教育機構（FASID）共催）
出席（３／７）
３／７ 町村外務大臣に表敬

砂漠化対処
条約事務局

来 ディアロ事務局長 ９／２６～９／３０ ９／２８ 谷川外務副大臣に表敬

世 界 エ イ
ズ・結核・
マラリア対
策基金

来 フィーチャム事務局長 ６／２９～７／３ 九州・沖縄サミット世界基金構想５周年記念特
別シンポジウム出席（６／３０）

世界銀行 来 ウルフォウィッツ総裁 １０／９～１０／１２ １０／１１ 町村外務大臣と会談

世界保健機
関（WHO）

来 リー・ジョン・ウォッ
ク事務局長

６／１１～６／１５ WHO神戸センターでの交換文書調印式出席
（６／１５）

来 尾身西太平洋地域事務
局長

１１／１７～１１／２９ １１／２８ 麻生外務大臣に表敬

米州開発銀
行（IDB）

来 イグレシアス総裁 ４／４～４／１３ IDB沖縄年次総会出席（４／７～１２）
４／５ 小泉総理大臣に表敬

来 モレノ総裁 １１／２８～１１／３０ １１／３０ 小泉総理大臣に表敬
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訪問日 国名等 主　　賓 

「愛・地球博」を訪問した各国要人一覧

３月２５日から９月２５日まで開催された「愛・地球博」では、連日開催された公式参加国・国際機関のナショナルデー・スペ
シャルデーにあわせて、王族、元首、閣僚等が「博覧会賓客」として招待されました。そのほか、多くの外国要人が会場を
訪れました。以下は、「愛・地球博」を訪問した各国の主な要人の一覧です。（※オレンジ色は博覧会賓客）

１月 １３日 ポーランド ベルカ首相

２０日 ザンビア ムワナワサ大統領

２月 １７日 パプアニューギニア ソマレ首相

３月 １６日 マダガスカル アンドリアナリアソン産業貿易相

１７日 アイルランド マッカリース大統領

１８日 ボリビア シーレス外相

２４日 カンボジア チャム・プラシット商業相

２６～２８日 OECD ジョンストン事務総長

２７日 フランス シラク大統領

２８日 フィンランド ペッカリネン産業貿易相

２９日 ロシア プリマコフ商工会議所会頭

３１日 アイルランド トレーシー・ヨーロッパ担当国務相

メキシコ カナレス経済相

４月 １日 イラン シャリアトマダリ商業相

３日 イエメン アルノアイミ保健相

４日 ラオス ポンサワット外務副大臣

５日 カナダ チャン多文化主義担当国務相

ドイツ ケーラー大統領

６日 ニュージーランド サットン貿易交渉相

スウェーデン ヴィクトリア皇太子

ラオス トンルン副首相兼計画投資委員長

７日 リビア セイフ・アルイスラム・カダフィ国際慈善基金総裁

８日 セネガル ディアーニュ環境自然保護相

１１日 インドネシア アグン・ラクソノ国会議長

ノルウェー ホーコン摂政皇太子

１２日 クロアチア コソル副首相兼家族・退役軍人・世代間連帯相

米国 ミネタ運輸長官

１３日 タイ タノン商務相

ドイツ クレメント経済労働相

１４日 フランス ロース貿易担当相

１５日 スイス シュミート大統領

１８日 ジンバブエ ビーマ外務次官

１９日 オーストラリア ヴェイル貿易相

オランダ ウィレム・アレキサンダー皇太子

２０日 デンマーク フレデリック皇太子
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４月 ２１日 オーストラリア ハワード首相

シンガポール チョートン運輸相

２２日 チュニジア ハッダード観光相

リトアニア クンドロタス環境相

英国 アンドリュー王子

２３日 マーシャル シルク資源開発相

２６日 南アフリカ ラデベ運輸相

２７日 オーストリア バルテンシュタイン経済労働相

シンガポール イブラヒム環境相

２８日 イタリア ヴァッターニ外務省事務次官

２９日 フランス ルペルティエ・エコロジー持続可能開発相

ミクロネシア ウルセマル大統領

５月 １～２日 カンボジア シソワット・チヴォン・モニレアック上院第一副議長

５日 シンガポール ラシード外務担当国務相

８日 スウェーデン フレイヴァルス外相

フィリピン ロムロ外務長官

ブルネイ モハメッド外貿相

９日 ポーランド ピエホタ経済労働相

１０日 カンボジア フン・セン首相

１１日 マレーシア トヤド観光相

韓国
キムウォン ギ

金元基国会議長

１２日 フィンランド ヴァンハネン首相

１３日 ブルガリア マーリン副大統領

１４日 アラブ首長国連邦 オメール・アブダビ首長国最高石油評議会事務局長

米国 ドナヒュー全米商工会議所会頭

１５日 タイ プリーチャー外務副大臣

１６日 エチオピア コアング駐日大使

１７日 アゼルバイジャン シャリフォフ副首相

チュニジア ワーイリ通信相

１８日 ブルネイ ラーマン産業一次資源相

１９日 中国
ご ぎ

呉儀国務院副総理

２０日 カナダ ヘイズ上院議長

ギリシャ アロゴスクフィス経済財務相

２１日 イラン アミンザーデ外務次官

２３日 イエメン シャラフ計画国際協力省次官

２４日 ポルトガル サンパイオ大統領

２５日 クロアチア マトゥロビッチ＝ドロプリッチ環境・都市計画・建設相

チェコ ヤーン経済担当副首相

ドミニカ共和国 アルブルケルケ副大統領

２６日 タンザニア シェニ副大統領
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５月 ２７日 シンガポール ジョージ・ヨー外相

モンゴル バトボルト産業通商相

２９日 イラン ショーラカー副大統領兼行政計画庁長官

３０日 マダガスカル ラヴァルマナナ大統領

３１日 インドネシア ユドヨノ大統領

コンゴ民主共和国 チデンバ駐日大使

６月 １日 ギリシャ ベナキ国会議長

南アフリカ マンゲナ科学技術相

ルーマニア バセスク大統領

２日 ブータン ティンレイ内務・文化相

３日 ニュージーランド クラーク首相

５日 スペイン フェリペ皇太子

フィリピン ドゥラーノ観光長官

ポーランド グロニツキ財務相

６日 ブルガリア コヴァチェフ経済相

７日 アルメニア マルガリャン首相

カタール ハマド首長

８日 ニュージーランド バートン観光相

９日 シンガポール サダシバン情報通信芸術担当上級国務相

バングラデシュ ラーマン投資庁長官

１０日 エリトリア アリ外相

フィリピン ドリロン上院議長

ルワンダ ンシュティ商業・産業・投資促進・観光・協同組合相

１２日 コートジボワール コベナン運輸相

１３日 ラオス ソムサワート副首相兼外相

１４日 ベルギー フィリップ皇太子

１５日 カザフスタン アフメトフ首相

１６日 ブルキナファソ ウエドラオゴ国務相兼外務・域内協力相

１７日 ケニア キトゥイ貿易産業相

ロシア フルセンコ教育・科学相

１８日 タイ ソムキット副首相兼財務相

タイ ワッタナー工業相

中国
と せいりん

杜青林農業部長

２０日 ノルウェー ルードヴィグセン漁業相

米国 スペリングス教育長官

２１日 カメルーン アタンガ商業相

２２日 英国 ジョエル文化・メディア・スポーツ相

フィジー ガラセ首相

２３日 チュニジア ガンヌーシ首相

２４日 チェコ パロウベク首相
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６月 ２７日 国連 松浦国連教育科学文化機関（UNESCO）事務局長

２８日 ジブチ ミギル青年・スポーツ・余暇・観光相

２９日 セントクリストファー・ネーヴィス ハリス外相

ベネズエラ ファリア環境天然資源相

３０日 ガーナ チェレマテン貿易産業相

７月 １日 モロッコ ララ・サルマ国王妃

２日 ノルウェー ダヴォイ児童・家族担当相

フィンランド エーネスタム環境相

３日 スリランカ デシルバ保険厚生相

４日 シンガポール フィリップ・ヨー科学技術研究開発庁長官

トンガ パル博覧会政府代表

５日 ヨルダン ビルタージ国王顧問

６日 リトアニア ブラザウスカス首相

７日 ネパール パラス皇太子

リトアニア ブルドゥニコヴァス文化相

８日 カナダ オーウェン西部開発担当相兼スポーツ担当国務相

パラオ レメンゲサウ大統領

マーシャル ノート大統領

１０日 南アフリカ ムパシュワ貿易産業相

１１日 アルゼンチン メイヤー観光庁長官

１２日 ガボン ミヤク副首相

韓国
オ ゴ ドン

呉巨敦海洋水産部長官

１３日 アイルランド パーロン公共事業担当国務相

オーストラリア ケンプ芸術・スポーツ相

ソロモン ケマケザ首相

１４日 モーリタニア ベラル外務・協力相

１５日 アイスランド アウスグリムソン首相

オーストラリア ベイリー観光相

１８日 ルワンダ ムリガンデ外務・協力相

１９日 ザンビア マセボ地方自治・住宅相

２０日 米国 パウエル前国務長官

インド イランゴーバン商工担当国務相

チャド ヤマスム外務・アフリカ統合相

２１日 サントメ・プリンシペ ダ・コスタ経済相

２２日 ウクライナ ユーシチェンコ大統領

エジプト ラシード通商産業相

シンガポール テオ・ミンキャン経済開発庁長官

２３日 イタリア ペーラ上院議長

２４日 モロッコ ウアラル財務相

２５日 オーストラリア ダウナー外相
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７月 ２５日 スペイン モラティノス外務・経済協力相

スペイン トルヒージョ住宅政策相

２６日 キューバ デ・ラ・ヌエス外国貿易相

２７日 スリランカ ウヤンゴダ駐日大使

２８日 ペルー マキャベロ駐日大使

８月 １日 バヌアツ ブレ貿易・商業・観光相

２日 トルコ ベシル・アタライ国務相

３日 アンゴラ ジョゼ環境相

コートジボワール ニョンソア環境相兼国務相

４日 キルギス ムラリエフ経済産業貿易相

タイ ポーキン下院議長

マレーシア マハティール前首相

５日 ボリビア モリナ経済開発省産業・通商・輸出担当次官

６日 バルバドス シモンズ外交貿易担当国務相

７日 カナダ フルーラ文化遺産兼女性の地位問題担当相

８日 スペイン ソルベス第二副首相兼経済大蔵相

１０日 エクアドル アルバレス駐日大使

１１日 コートジボワール アマドゥ貿易相

パキスタン アジーズ首相

１２日 米国 ノートン内務長官

タイ ソムキット副首相兼商務相

１５日 キリバス テーヴェ通信・交通・観光開発相

ツバル パエニウ大蔵・経済企画・産業相

１６日 スーダン オマール駐日大使

１７日 インドネシア アンドゥン・ニティミハルジャ工業相

スリランカ フェルナンドプッレ貿易相

１８日 ケニア キトゥイ貿易産業相

ルーマニア セクリッチ副首相兼経済担当国務相

１９日 エルサルバドル デ・エスコバル副大統領

グアテマラ ベルシェ大統領

コスタリカ パチェコ大統領

ニカラグア リソ副大統領

パナマ ルイス・ナバロ第一副大統領兼外相

ベリーズ 稲葉名誉総領事代理出席

ホンジュラス マドゥーロ大統領

２０日 シンガポール フィリップ・ヨー科学技術研究開発庁長官

パキスタン アーマド情報相

２２日 ミクロネシア キリオン副大統領

２３日 ナイジェリア イドリス・ワジリ商務相

２４日 ウクライナ コステンコ文化観光省次官



要人往来

325外交青書 2006

訪問日 国名等 主　　賓 

８月 ２６日 ギニア ディアロ協力相

２９日 ケニア カパロ国会議長

３０日 サモア カイル観光相

スペイン ロドリゲス文化スポーツ相

３１日 タイ タクシン首相

マレーシア トヤド観光相

９月 １日 マリ マイガ産業・商業相

２日 カタール ファイサル・アル・スウェイディ・カタール液化ガス副会長兼最高経営責任者

５日 イタリア スカイオーラ生産活動相

ベトナム ファム・クアン・ギ文化情報相

６日 アンゴラ ディアス・ドス・サントス首相

７日 ウガンダ ミゲレコ観光・貿易・産業相

８日 ウズベキスタン アジズホジャエフ文化・スポーツ相

９日 サウジアラビア ヤマニ商工相

１０日 ルワンダ ムレンジ教育・科学・技術・科学研究相

１２日 アイスランド オッドソン外相

スリランカ アヌムガマ財務計画相

ブルンジ プロテ・ンテジリバ国土整備・観光・環境省観光局総局長

１３日 タジキスタン ハキム・ソリエフ経済貿易相

１４日 コンゴ共和国 ムンデレ・ンゴロ通商・消費・調達相

シンガポール リム・フンキャン貿易産業相

タンザニア ンガソングワ産業貿易相

１５日 メキシコ ルエヘ環境天然資源相

１６日 スリランカ ラトナヤケ中小規模プランテーション産業・地方人的資源開発相

パプアニューギニア タベレング貿易産業次官代行

１７日 シンガポール リム・チューサン陸運庁長官

１８日 マレーシア オスマン官房長官

１９日 中国
ちんりょう う

陳良宇中央政治局委員（上海市党委員会書記）

２０日 フィリピン ドゥラーノ観光長官

２１日 ベナン ビアウ外務・アフリカ統合相

２２日 グルジア イラクリ・チョゴヴァッゼ経済発展相

２４日 イタリア ブッテリオーネ文化相

オーストラリア マクファーレン産業観光資源相

ソロモン フォノ国家計画相

チェコ シモノフスキー副首相兼運輸相

２５日 メキシコ デルベス外相




