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国・地域名 要人名 期間 往来目的・主要日程

２００６年１月１日～１２月３１日

〈記載対象と留意点〉
１．対象期間は２００６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、基本的に皇族、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、①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、②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 麻生外務大臣 １／３～１／４ １／４ ナート商工相と会談
１／４ ナラヤナン国家安全保障顧問と会談
１／４ アハメド外務担当国務相と会談
１／４ カラーム大統領に表敬

往 遠山外務大臣政務官 ４／２～４／５ アジア・アフリカ法律諮問委員会（AALCO）総
会出席（４／３～４／４）

往 谷垣財務大臣 ５／３～５／５ アジア開発銀行（ADB）総会出席
（５／４～５／５）

往 北側国土交通大臣 ７／２５～７／２７ ７／２６ ラジャ環境森林相と会談
７／２６ ソニ観光文化相と会談
７／２６ レディ都市開発相と会談
７／２６ ヤーダヴ鉄道相と会談
７／２７ ムカジー国防相と会談
７／２７ シン首相に表敬

往 塩崎外務副大臣 ７／２５～７／２８ ７／２６ ナラヤナン国家安全保障顧問に表敬
７／２６ アハメド外務担当国務相と会談
７／２６ ナート商工相に表敬

往 関口外務大臣政務官 １１／１７～１１／１９ アフガニスタン地域経済協力会議第２回会合出席
（１１／１８）
１１／１８ アハメド外務担当国務相と会談

来 シン首相及び同令夫人 １２／１３～１２／１６ 公賓
１２／１４ 麻生外務大臣と会談
１２／１４ 天皇皇后両陛下に謁見
１２／１５ 安倍総理大臣と会談
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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

往 小池環境大臣 １／１３～１／１５ 経済協力案件視察（１／１５）
往 塩崎外務副大臣 １／１５～１／１６ １／１６ カッラ副大統領と会談

１／１６ ブディオノ経済担当調整相と会談
１／１６ ハッサン外相と会談

来 カッラ副大統領 １／２２～１／２６ １／２４ 小泉総理大臣に表敬
往 山中外務大臣政務官 ４／９～４／１０ 第６２回国連アジア太平洋経済社会委員会

（UNESCAP）総会閣僚級会合出席（４／１０）
４／１０ ハッサン外相と会談

来 カッラ副大統領 ５／２４～５／２７ 日本経済新聞社主催セミナー「アジアの未来」出
席（５／２５）
５／２４ 小泉総理大臣に表敬

往 沓掛防災担当大臣 ７／２３～７／２６ 第２回日・インドネシア防災共同委員会出席
（７／２４）
７／２４ バクリー国民福祉担当調整相と会談
７／２４ ウィドド政治・法務・治安担当調整相と

会談
７／２４ ジョコ・スタント国家警察長官と会談
７／２６ カッラ副大統領に表敬

往 額賀防衛庁長官 ８／７～８／９ ８／８ ユウォノ国防相と会談
８／９ ユドヨノ大統領に表敬

来 ユドヨノ大統領及び同
令夫人

１１／２６～１１／２９ 国賓
１１／２７ 天皇皇后両陛下と会見
１１／２８ 安倍総理大臣と会談
１１／２８ 麻生外務大臣と会談

オーストラ
リア

往 小池環境大臣 １／１１～１／１３ クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パート
ナーシップ第１回閣僚会議出席（１／１１～１／１２）

往 麻生外務大臣 ３／１８～３／１９ 日米閣僚級戦略対話（３／１８）及び日米豪閣僚級
戦略対話（３／１８）出席
３／１８ ハワード首相に表敬
３／１８ ダウナー外相と会談

来 ホーカー下院議長及び
同令夫人

４／１７～４／２３ 衆参両院招待
４／１８ 麻生外務大臣と会談
４／１９ 皇太子殿下と接見
４／１９ 河野衆議院議長と会談
４／１９ 扇参議院議長と会談

来 ダウナー外相 ７／３１～８／２ ８／１ 小泉総理大臣に表敬
８／２ 麻生外務大臣と会談

往 中川農林水産大臣 ９／２０～９／２２ 世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合（ケアン
ズグループ及び招待国閣僚会合）出席（９／２０～
９／２１）

往 尾身財務大臣 １１／１７～１１／１９ G２０財務大臣・中央銀行総裁会合出席（１１／１８～
１１／１９）
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韓国 往 塩崎外務副大臣 １／６～１／７ 司法制度改革に関する関係機関との意見交換
往 河合文化庁長官 １／１９～１／２２

チョンドンチェ

１／２０ 鄭東采文化観光部長官に表敬
来

ハンドク ス

韓悳洙副総理兼財政経
済部長官

２／３～２／４ 第１回日韓財務対話出席（２／４）

往 中曽根元総理大臣 ２／１２～２／１３ 日中韓賢人会議第１回北東アジア３極フォーラム
出席（２／１３）

往 中曽根元総理大臣 ３／１６～３／１８ 第４２回日韓・韓日協力委員会合同総会出席
（３／１６）

ノ ム ヒョン

３／１６ 盧武鉉大統領に表敬
往 塩崎外務副大臣 ５／１～５／２

パン ギ ムン

５／１ 潘基文外交通商部長官に表敬
往 河合文化庁長官 ６／２７～６／２９

キムミョンゴン

６／２９ 金明坤文化観光部長官に表敬
往 猪口少子化・男女共同
参画担当大臣

７／１８～７／１９
ユ シ ミン

７／１８ 柳時敏保健福祉部長官と会談

来
パン ギ ムン

潘基文外交通商部長官 ８／７～８／９ 故橋本元総理内閣・自民党合同葬儀出席（８／８）
８／８ 麻生外務大臣と会談

往 北側国土交通大臣 ９／６～９／９ 日中韓物流大臣会合出席（９／７）
キムソンジン

９／６ 金成珍海洋水産部長官と会談
往 塩崎外務副大臣 ９／８～９／９ 第４回アジア政党国際会議（ICAPP）出席

（９／９）
往 竹中総務大臣 ９／１２～９／１３

イ ヨンソプ

９／１２ 李庸燮行政自治部長官と会談
往 安倍総理大臣 １０／９

ノ ム ヒョン

１０／９ 盧武鉉大統領と会談
往 麻生外務大臣 １０／１９～１０／２０ 日米韓外相会談出席（１０／１９）

ノ ム ヒョン

１０／２０ 盧武鉉大統領に表敬
来

パン ギ ムン

潘基文外交通商部長官 １１／５～１１／６ １１／５ 麻生外務大臣と会談
１１／６ 安倍総理大臣に表敬

来
ソンミンスン

宋旻淳外交通商部長官 １２／２６～１２／２７ 日韓刑事共助条約批准書交換式出席（１２／２７）
１２／２７ 安倍総理大臣に表敬
１２／２７ 麻生外務大臣と会談

カンボジア 来 ソー・ケーン副首相兼
内務相

５／２９～６／３ 外務省賓客
６／１ 麻生外務大臣と会談

往 浅野外務副大臣 １２／２２～１２／２３ １２／２２ フン・セン首相他と会談

キリバス 来 トン大統領及び同令夫
人

５／２４～５／２８ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下と会見、宮中お茶会に出席

（クック諸島） 来 マルライ首相 ５／２４～５／２８ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下に謁見、宮中お茶会に出席

サモア 来 トゥイラエパ首相及び
同令夫人

５／２４～５／２８ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下に謁見、宮中お茶会に出席
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シンガポー
ル

往 北側国土交通大臣 ５／３～５／４ ５／４ ヨー・チョートン運輸相と会談
５／４ マー・ボートン国家開発相と会談
５／４ ビビアン・バラクリシュナン社会開発・青

年・スポーツ相兼第二貿易産業相と会談
５／４ ナザン大統領に表敬

来 リー・クアンユー内閣
顧問

５／２０～５／２６ 日本経済新聞主催セミナー「アジアの未来」出席
（５／２５）
５／２３ 小泉総理大臣に表敬

往 額賀防衛庁長官 ６／３～６／４ ６／３ リー・シェンロン首相に表敬
６／３ テオ・チーヒン国防相と会談

往 天皇皇后両陛下 ６／８～６／１０ 公式御訪問
６／９ ナザン大統領と御会見
６／９ リー・クアンユー内閣顧問及び同令夫人

を御引見
６／９ リー・シェンロン首相及び同令夫人を御

引見
往 塩崎外務副大臣 ７／２３～７／２５ 第６回日・シンガポール・シンポジウム出席

（７／２４）
７／２３ リム・フンキャン貿易相と会談
７／２４ レイモント・リム第二外相と会談
７／２４ リー・シェンロン首相に表敬

往 谷垣財務大臣 ９／１５～９／１６ 主要７か国財務大臣・中央銀行総裁会議出席
（９／１６）
９／１６ ナザン大統領に表敬
９／１６ リー・シェンロン首相に表敬
９／１６ ゴー・チョクトン上級相と会談
９／１６ テオ・チーヒン国防相と会談

往 麻生外務大臣 １２／７～１２／８ １２／７ ジョージ・ヨー外相と会談

スリランカ 来 サマラウィーラ外相 ５／１７～５／２１ ５／１９ 麻生外務大臣と会談
往 遠山外務大臣政務官 ７／６～７／８ ７／７ ウィクラマナヤケ首相と会談

７／７ サマラウィーラ外相と会談

ソロモン 来 タウシンガ副首相及び
同令夫人

５／２４～５／２７ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下に謁見、宮中お茶会に出席

タイ 往 塩崎外務副大臣 １／１２～１／１５ １／１３ ソムキット副首相と会談
１／１３ カンタティ外相と会談

来 ワチラロンコン皇太子
同妃両殿下

１／１３～１／２０ 非公式訪問

来 ソムキット副首相 １／２８～２／１ １／３１ 麻生外務大臣と会談
来 タクシン首相 ４／２６～４／２７ 非公式訪問

４／２７ 小泉総理大臣と会談
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タイ 往 竹中総務大臣 ５／２～５／４ ５／３ スチャイ副首相と会談
来 カンタティ外相 ５／１３～５／１５ 非公式訪問（タイフェスティバル参加）

５／１５ 麻生外務大臣と会談
往 天皇皇后両陛下 ６／１１～６／１５ 公式御訪問

タイ国王即位６０周年記念式典御出席（６／１２）
６／１３ ボルキア・ブルネイ国王・同王妃と御会見

来 シリントーン王女 ８／２１～８／２５ 非公式訪問
８／２２ 天皇皇后両陛下の御夕餐に出席

来 チュラポーン王女 １０／１４～１０／２２ 非公式訪問
１０／１９ 天皇皇后両陛下の御昼餐に出席

往 浅野外務副大臣 １０／２４～１０／２５ 総理大臣親書手交
１０／２５ スラユット首相に表敬
１０／２５ プレム枢密院議長に表敬
１０／２５ ニット外相に表敬

来 チュラポーン王女 １１／１２～１１／１７ 非公式訪問
１１／１３ 天皇皇后両陛下の御夕餐に出席

往 浅野外務副大臣 １２／１８～１２／２０ 第２メコン国際橋（第２友好橋）開通式出席
（１２／２０）

中国 往 塩崎外務副大臣 １／１７～１／１９ 鳥及び新型インフルエンザに関する国際プレッジ
ング会合出席（１／１８）

ぶ だい い

１／１８ 武大偉外交部副部長と会談
来

たいへいこく

戴秉国外交部副部長 ２／９～２／１３ 第４回日中総合政策対話出席（２／１０～２／１１）
２／９ 麻生外務大臣に表敬

往 二階経済産業大臣 ２／２１～２／２３
はく き らい

２／２２ 薄煕来商務部長と会談
とう か せん

２／２２ 唐家璇国務委員と会談
おん か ほう

２／２２ 温家宝国務院総理と会談
おう か ずい

２／２３ 王家瑞中国共産党中央対外連絡部長と会談
往 谷垣財務大臣 ３／２５～３／２６ 第１回日中財務対話出席（３／２５）

きんじんけい

３／２５ 金人慶財務部長と会談
往 竹中総務大臣 ３／２５～３／２６ 第４回日中韓情報通信大臣会合出席（３／２６）

おうきょくとう

３／２５ 王旭東情報産業部長と会談
往 橋本元総理大臣
高村元外務大臣

３／２９～４／１ 日中友好７団体訪中
はく き らい

３／２９ 薄煕来商務部長と会談
こ きんとう

３／３１ 胡錦濤国家主席と会談
とう か せん

３／３１ 唐家璇国務委員と会談
往 金田外務副大臣 ４／１１～４／１３

ご けいてき

４／１２ 呉啓迪教育部副部長と会談
もうぎょう し

４／１２ 孟暁駟文化部副部長と会談
り ちょうせい

４／１３ 李肇星外交部長に表敬
しゅうきょう

４／１３ 周 強共青団第一書記と会談
往 二階経済産業大臣 ４／２２ 第５回ボアオ・アジア・フォーラム出席（４／２２）

そうけいこう

４／２２ 曾慶紅国家副主席と会談
来

はく き らい

薄煕来商務部長 ５／２７～５／３０ 日中省エネ・環境総合フォーラム出席（５／２９）
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中国 往 金田外務副大臣 ７／１～７／２ 日中友好環境保全センター１０周年記念式典出席
（７／２）

しゅせいけん

７／１ 周生賢国家環境保護総局局長と会談
そうけん

７／２ 宋健中日友好協会会長と会談
往 松田科学技術担当大臣 ７／１１～７／１３

じょかん か

７／１２ 徐冠華科学技術部長と会談
そんきん

７／１３ 孫勤国家原子能機構主任と会談
おうきょくとう

７／１３ 王旭東国務院信息化工作弁公室主任と会談
往 中馬規制改革担当大臣 ７／１１～７／１５

しゅうきょう

７／１３ 周 強共青団第一書記と会談
そうけん

７／１３ 宋健中日友好協会会長と会談
ちょうはくりん

７／１４ 張柏林人事部長と会談
とう か せん

７／１５ 唐家璇国務委員と会談
往 北側国土交通大臣 ７／１１～７／１５

とう か せん

７／１３ 唐家璇国務委員と会談
おう か ずい

７／１３ 王家瑞中央対外連絡部長と会談
ようげんげん

７／１３ 楊元元民用航空総局長と会談
りゅう し ぐん

７／１４ 劉志軍鉄道部長と会談
り せいりん

７／１４ 李盛霖交通部長と会談
おうこうとう

７／１４ 汪光燾建設部長と会談
おうじょせい

７／１４ 汪恕誠水利部長と会談
しょう き い

７／１４ 邵琪偉国家旅游局長と会談
往 杉浦法務大臣 ７／２０～７／２１

しょうよう

７／２０ 肖揚最高人民法院院長と会談
ご あいえい

７／２０ 呉愛英司法部長と会談
ら かん

７／２１ 羅幹中央政治局常務委員と会談
往 川崎厚生労働大臣 ８／２７～８／２８

こうきょう

８／２７ 高強衛生部長と会談
でんせいへい

８／２８ 田成平労働社会保障部長と会談
往 遠山外務大臣政務官 ８／２９～９／４ 中国共産党対外連絡部逆招聘

たん か りん

８／３０ 譚家林中国共産党対外連絡部副部長と会談
往 塩崎外務副大臣 ９／９～９／１０ 世界経済フォーラム（WEF）主催中国ビジネス

サミット出席（９／１０）
往 二階経済産業大臣 ９／２３～９／２５ 第１回中国中部貿易投資博覧会出席（９／２６）

ご ぎ

９／２５ 呉儀国務院副総理と会談
はく き らい

９／２５ 薄煕来商務部長と会談
来

たいへいこく

戴秉国外交部副部長 ９／２３～９／２６ 日中総合政策対話第６回会合出席（９／２３～９／２６）
９／２５ 河野衆議院議長に表敬
９／２５ 麻生外務大臣に表敬

往 安倍総理大臣 １０／８～１０／９
こ きんとう

１０／８ 胡錦濤国家主席と会談
ご ほうこく

１０／８ 呉邦国全人代常務委員会委員長と会談
おん か ほう

１０／８ 温家宝国務院総理と会談
往 扇参議院議長 １０／１５～１０／１７

ご ほうこく

１０／１６ 呉邦国全人代常務委員会委員長と会談
そうけいこう

１０／１６ 曾慶紅国家副主席と会談
か けいりん

１０／１６ 賈慶林全国政治協商会議主席と会談
こ きんとう

１０／１７ 胡錦濤国家主席と会談
来

おう か ずい

王家瑞中国共産党中央
対外連絡部長

１０／１５～１０／１９ 第２回日中与党交流協議会出席（１０／１６～１０／１７）
１０／１６ 安倍総理大臣に表敬
１０／１６ 麻生外務大臣に表敬

往 若林環境大臣 １２／２～１２／３ 日中韓環境大臣会合出席（１２／２）
しゅうせいけん

１２／２ 周生賢国家環境保護総局長と会談
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中国 往 冬柴国土交通大臣 １２／２～１２／３
ようげんげん

１２／２ 楊元元民用航空総局長と会談
しょう き い

１２／２ 邵琪偉国家旅游局長と会談
とう か せん

１２／３ 唐家璇国務委員と会談
りゅう し ぐん

１２／３ 劉志軍鉄道部長と会談
往 甘利経済産業大臣 １２／１６～１２／１７ ５か国エネルギー大臣会合出席（１２／１６）

おん か ほう

１２／１６ 温家宝国務院総理に表敬
ば がい

１２／１７ 馬凱国家発展改革委員会主任と会談
おうきょくとう

１２／１７ 王旭東情報産業部長と会談
はく き らい

１２／１７ 薄煕来商務部長と会談
往 浅野外務副大臣 １２／１６～１２／１８ ５か国エネルギー大臣会合出席（１２／１６）

おん か ほう

１２／１６ 温家宝国務院総理に表敬
ぶ だい い

１２／１８ 武大偉外交部副部長と会談
もうぎょう し

１２／１８ 孟暁駟文化部副部長と会談
往 河野衆議院議長（日本
国際貿易促進会会長）

１２／２５～１２／２７
とう か せん

１２／２５ 唐家璇国務委員と会談
こ きんとう

１２／２６ 胡錦濤国家主席と会談
ご ほうこく

１２／２６ 呉邦国全人代常務委員会委員長と会談
そうけいこう

１２／２６ 曾慶紅国家副主席と会談
往 山本金融担当大臣 １２／２６～１２／２８

しゅうしょうせん

１２／２７ 周 小川人民銀行行長と会談

ツバル 来 トアファ首相及び同令
夫人

５／２４～５／２７ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下に謁見、宮中お茶会に出席

往 小池環境大臣（総理大
臣特使）

８／１３～８／１４ ８／１３ トアファ首相と会談
８／１３ ソポアンガ副首相と会談

トンガ 来 トゥポウトア皇太子 １／１０～１／１２ １／１１ 三笠宮寛仁親王殿下と接見
来 セベレ首相及び同令夫
人

５／２３～５／２８ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下に謁見、宮中お茶会に出席

往 皇太子殿下 ９／１８～９／２０ トゥポウ４世国王葬儀御参列（９／１９）

ナウル 来 スコティ大統領及び同
令夫人

５／２４～５／２７ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下と会見、宮中お茶会に出席

（ニウエ） 来 ビビアン首相 ５／２４～５／２８ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
天皇皇后両陛下に謁見、宮中お茶会に出席

ニュージー
ランド

来 ピーターズ外相 ５／２４～５／３０ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下に謁見、宮中お茶会に出席
５／２９ 麻生外務大臣と会談

ネパール 往 塩崎外務副大臣 ７／２８～７／２９ ７／２８ コイララ首相に表敬
７／２８ オリ副首相兼外相と会談
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パキスタン 往 麻生外務大臣 １／４～１／５ １／５ ムシャラフ大統領に表敬
１／５ アジーズ首相に表敬
１／５ カスーリ外相と会談

バヌアツ 来 リニ首相及び同令夫人 ５／２３～５／２７ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下に謁見、宮中お茶会に出席

パプアニュー
ギニア

来 ナマリュー外相 ２／１１～２／１６ 外務省賓客
２／１５ 麻生外務大臣と会談

来 ソマレ首相 ５／２１～５／２７ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下に謁見、宮中お茶会に出席

往 遠山外務大臣政務官 ８／７～８／１０ ８／８ ソマレ首相兼外相に表敬
８／８ ナマリュー財務相と会談
８／８ ヒッキー国家計画相と会談

パラオ 来 レメンゲサウ大統領 ５／２１～５／２９ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下と会見、宮中お茶会に出席

往 沓掛防災担当大臣（総
理大臣特使）

８／３～８／５ ８／４ シュムル国務相と会談
８／４ レメンゲサウ大統領に表敬
８／４ チン副大統領に表敬

来 レメンゲサウ大統領 ８／７～８／１０ 故橋本元総理内閣・自民党合同葬儀出席（８／８）

バングラデ
シュ

往 麻生外務大臣 ７／２４～７／２５ ７／２５ ジア首相と会談
７／２５ カーン外相と会談
７／２５ アーメド大統領と会談

東ティモー
ル

来 アルカティリ首相 ３／２２～３／２５ 実務訪問賓客
３／２３ 小泉総理大臣と会談
３／２４ 天皇陛下に謁見

往 遠山外務大臣政務官 ６／１９～６／２１ ６／１９ グスマン大統領と会談
６／１９ アルカティリ首相と会談
６／２１ ラモス・ホルタ外相兼国防相と会談

フィジー 来 タボラ外相 ５／２５～５／２７ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下に謁見、宮中お茶会に出席

往 小池環境大臣 ８／１４～８／１５ ８／１４ ガラセ首相と会談
８／１４ タボラ外相と会談
８／１４ ブネ環境相と会談
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フィジー 往 有馬政府代表 １０／２６～１０／２８ 第１８回日・太平洋諸国フォーラム（PIF）域外国
対話出席（１０／２７）
１０／２６ ヒル米国国務次官補と会談
１０／２７ アデアン・ナウル外相と会談
１０／２７ トン・キリバス大統領と会談
１０／２７ トゥポウ・トンガ外相と会談
１０／２７ タボラ外相と会談

フィリピン 往 塩崎外務副大臣 １／１１～１／１２ 日比友好年関連行事出席
１／１１ ロムロ外務長官と会談
１／１１ ドゥラーノ観光長官と会談
１／１２ テベス財務長官と会談

来 ロムロ外務長官及び同
令夫人

４／３～４／６ 外務省賓客
４／４ 麻生外務大臣と会談
４／５ 小泉総理大臣に表敬

来 デ・ベネシア下院議長
及び同令夫人

５／２４～５／２９ 衆議院議長招待
５／２５ 河野衆議院議長と会談
５／２５ 扇参議院議長と会談
５／２６ 天皇皇后両陛下に謁見
５／２９ 小泉総理大臣に表敬

往 麻生外務大臣 ７／２２～７／２４ 日・フィリピン友好デー記念式典（日・フィリピ
ン国交正常化５０周年）出席（７／２３）
７／２３ ロムロ外務長官と会談
７／２３ アロヨ大統領に表敬

往 麻生外務大臣 １２／８～１２／９ １２／８ ロムロ外務長官と会談
り ちょうせい

１２／９ 李肇星中国外交部長と会談
往 甘利経済産業大臣 １２／８～１２／９ 日・ASEAN経済閣僚会合出席（１２／９）
往 安倍総理大臣 １２／８～１２／１０ 公式訪問

１２／９ アロヨ大統領と会談

ブータン 来 ドルジ国会議長 ４／１６～４／２２ ２１世紀パートナーシップ表敬
４／１７ 扇参議院議長と会談
４／１８ 河野衆議院議長と会談

往 町村前外務大臣（総理
大臣特使）

１０／２８～１０／２９ 日本・ブータン国交樹立２０周年記念レセプション
出席（１０／２８）
１０／２８ ワンチュク国王に表敬
１０／２８ ワンチュク首相兼外相と会談

ベトナム 往 竹中総務大臣 ５／４～５／５ ５／４ ター郵電相と会談
往 遠山外務大臣政務官 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（６／１～６／２）
往 二階経済産業大臣 ６／１～６／２ APEC貿易担当大臣会合出席（６／１～６／２）

６／１ ソムキット・タイ副首相兼商務相と会談
６／２ トゥエン商業相と会談
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ベトナム 往 松田国務大臣 ８／１９～８／２１ Japan Festival２００６in Vietnam出席
（８／２０～８／２１）
８／２１ フォン科学技術相と会談
（日越科学技術協力協定署名）

来 ズン首相及び同令夫人 １０／１８～１０／２２ 公式実務訪問賓客
１０／１９ 天皇皇后両陛下に謁見
１０／１９ 安倍総理大臣と会談

来 カイ前首相 １１／６～１１／１２ オピニオン・リーダー招聘
平成１８年秋の外国人叙勲親授式出席（１１／７）
１１／７ 天皇陛下に謁見

往 甘利経済産業大臣 １１／１４～１１／１６ 第１８回APEC閣僚会議出席（１１／１５～１１／１６）
往 麻生外務大臣 １１／１４～１１／１９ 第１８回APEC閣僚会議出席（１１／１５～１１／１６）

１１／１５ キエム副首相兼外相と会談
り ちょうせい

１１／１６ 李肇星中国外交部長と会談
１１／１６ ライス米国国務長官と会談
１１／１６ ダウナー・オーストラリア外相と会談
１１／１７ ニット・タイ外相と会談
１１／１８ ラヴロフ・ロシア外相と会談

往 安倍総理大臣 １１／１７～１１／２０ 第１４回APEC首脳会議出席（１１／１８～１１／１９）
１１／１７ バチェレ・チリ大統領と会談
１１／１７ リー・シェンロン・シンガポール首相と

会談
１１／１８ ハワード・オーストラリア首相と会談

こ きんとう

１１／１８ 胡錦濤中国国家主席と会談
１１／１８ ブッシュ米国大統領と会談

ノ ム ヒョン

１１／１８ 盧武鉉韓国大統領と会談
１１／１８ プーチン・ロシア大統領と会談
１１／１９ ズン首相と会談
１１／２０ チエット国家主席に表敬
１１／２０ マイン共産党書記長に表敬

（香港特別
行政区）

往 金田外務副大臣 ４／１０～４／１１ ４／１１ ラファエル・ホイ政務長官と会談

往 北側国土交通大臣 ５／１～５／３ ５／２ ドナルド・ツァン行政長官と会談
５／２ サラ・リャオ環境運輸・工務局長官と会談

マーシャル 来 ザキオス外相 ４／１５～４／１８ 第４回太平洋・島サミット準備会合出席
（４／１７～４／１８）
４／１８ 麻生外務大臣と会談

来 ノート大統領 ５／２４～５／２８ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下と会見、宮中お茶会に出席

往 沓掛防災担当大臣（総
理大臣特使）

８／５～８／８ ８／７ ザギオス外相と会談
８／７ ノート大統領に表敬
８／７ トメイン国会議長と会談
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マレーシア 来 アブドゥラ首相 ５／２２～５／２８ 日本経済新聞社主催セミナー「アジアの未来」出
席（５／２５）
５／２３ 天皇陛下に謁見
５／２４ 小泉総理大臣と会談

往 天皇皇后両陛下 ６／１０～６／１１ お立ち寄り
６／１１ アブドゥラ首相を御引見

来 ナジブ副首相 ６／１５～６／１８ 世界経済フォーラム東アジア会議出席（６／１５～
６／１６）

往 麻生外務大臣 ７／２６～７／２８ 東アジア首脳会議（EAS）参加国外相会議（７／２６）、
ASEAN＋３外相会議（７／２６）、ASEAN拡大外
相会議（PMC）（７／２７）及び第１３回ASEAN地
域フォーラム（ARF）閣僚会合（７／２８）出席
７／２６ キエム・ベトナム副首相兼外相と会談
７／２７ サイド・ハミド外相と会談
７／２７ ソラナ欧州連合（EU）共通外交・安全保

障政策上級代表と会談
パン ギ ムン

７／２７ 潘基文韓国外交通商部長官と会談
り ちょうせい

７／２７ 李肇星中国外交部長と会談
７／２８ ライス米国国務長官と会談
７／２８ ラヴロフ・ロシア外相と会談

ミクロネシ
ア

来 ウルセマル大統領 ５／２４～５／２８ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）
５／２５ 天皇皇后両陛下と会見、宮中お茶会に出席

往 沓掛防災担当大臣（総
理大臣特使）

８／８～８／１２ ８／９ ロバート外相代理と会談、E/N署名式
８／９ ウルセマル大統領に表敬
８／９ クリスチャン国会議長と会談

来 クリスチャン国会議長 １０／３０～１１／３ 在京ミクロネシア大主催独立２０周年記念レセプ
ション出席（１１／２）

モルディブ 来 シャヒード外相 ７／４～７／７ ７／６ 麻生外務大臣と会談
来 シャヒード外相 ８／７～８／９ 故橋本元総理内閣・自民党合同葬儀出席（８／８）
来 ザヒール国会議長 ９／１９～９／２４ 持続可能な災害管理と復興に関する国会議員会議

出席（９／１９）

モンゴル 来 エンフボルド首相及び
同令夫人

３／２６～３／３０ 実務訪問賓客
３／２８ 小泉総理大臣と会談
３／２９ 天皇皇后両陛下に謁見

往 金田外務副大臣 ７／２～７／４ 経済協力案件署名及び視察（７／３）
７／３ エンフボルド外相と会談
７／３ エンフバヤル大統領に表敬
７／３ エンフボルド首相と会談

往 中川農林水産大臣 ７／１０～７／１２ 農業関連施設視察（７／１２）
７／１１ テルビシダグワ食糧・農牧相と会談
７／１１ エンフボルド首相と会談
７／１１ エンフバヤル大統領と会談
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モンゴル 来 エンフサイハン副首相 ８／７～８／９ 故橋本元総理内閣・自民党合同葬儀出席（８／８）
往 小泉総理大臣 ８／１０～８／１１ ８／１０ エンフボルド首相と会談

８／１１ エンフバヤル大統領と会談
８／１１ エンフボルド外相と会談

往 額賀防衛庁長官 ９／１６～９／１９ 栄誉礼受礼（９／１７）
９／１７ ソノムピル国防相と会談
９／１８ ニャムドルジ国家大会議議長と会談

ラオス 往 遠山外務大臣政務官 ７／１～７／６ イラワジ－チャオプラヤ－メコン経済協力戦略
（ACMECS）メンバー国閣僚と開発パートナー
会合出席（７／４）
７／２ トンルン副首相兼外相と会談
７／２ レー・コン・フン・ベトナム副外相と会談
７／２ ニャン・ウイン・ミャンマー外相と会談
７／３ ハオ・ナムホン・カンボジア副首相兼国

際協力相と会談
７／４ カンタティ・タイ外相と会談
７／６ ブアソーン首相と会談

来 トンルン副首相兼外相 １２／１４～１２／１７ 外務省賓客
１２／１４ 麻生外務大臣と会談
１２／１５ 秋篠宮殿下と接見
１２／１５ 河野衆議院議長と会談

往 浅野外務副大臣 １２／２０～１２／２２ 第２メコン国際橋（第２友好橋）開通式出席
（１２／２０）
１２／２１ ブアソーン首相と会談
１２／２１ トンルン副首相兼外相と会談

太平洋諸島
フォーラム
（PIF）

来 アーウィン事務局長 ５／２３～５／２７ 第４回太平洋・島サミット出席（５／２６～５／２７）

東南アジア
諸 国 連 合
（ASEAN）

来 オン・ケンヨン
事務総長

６／１４～６／１７ 世界経済フォーラム東アジア会議出席
（６／１５～６／１６）

（２）北米

カナダ 往 伊藤外務大臣政務官 ４／２８～５／１ ５／１ パラディー天然資源政務官と会談
５／１ オブライ外務政務官と会談
５／１ ジョージャス国際貿易政務官と会談
５／１ オダ民族遺産・女性の地位問題相に表敬

往 小泉総理大臣 ６／２８～６／２９ ６／２８ ハーパー首相と会談
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米国 往 塩崎外務副大臣 １／５～１／７ １／５ ヒル国務次官補と会談
１／６ クラウチ国家安全保障担当大統領次席補

佐官と会談
１／６ ゼリコウ国務省顧問と会談
１／６ バーンズ国務次官と会談

往 谷垣財務大臣 １／８～１／１４ １／１０ アナン国連事務総長と会談
１／１１ スノー財務長官と会談
１／１１ チェイニー副大統領に表敬
１／１１ ウォルフォウィッツ世銀総裁と会談
１／１２ グリーンスパン連邦準備理事会（FRB）

議長と会談
１／１２ ライス国務長官と会談
１／１３ ラムズフェルド国防長官と会談
１／１３ ゼーリック国務副長官と会談

往 中川農林水産大臣 １／１１～１／１５ １／１２ ゼーリック国務副長官と会談
１／１２ ポートマン通商代表と会談
１／１２ ジョハンズ農務長官と会談

往 谷垣財務大臣 ４／２１～４／２２ G７財務大臣・中央銀行総裁会合出席（４／２１～
４／２２）

往 麻生外務大臣 ４／３０～５／３ 日米安全保障協議委員会（「２＋２」会合）出席
（５／１）
５／１ ライス国務長官と会談
５／１ ラムズフェルド国防長官と会談
５／１ チェイニー副大統領と会談

往 金田外務大臣政務官 ５／５～５／８ ハリケーン・カトリーナの復旧作業等にあたる
ニューオリンズ市関係者との意見交換及び被災地
視察

往 塩崎外務副大臣 ５／８～５／１０ スーダン・ダルフール情勢に関する安保理閣僚級
公開会合出席（５／９）
５／９ エリアソン国連総会議長と会談
５／９ ゲエノ国連平和維持活動（PKO）局長と

会談
往 森前総理大臣 ６／１～６／４ ６／２ アナン国連事務総長と会談

６／２ エリアソン国連総会議長と会談
往 伊藤外務大臣政務官 ６／２５～６／２７ 国連小型武器行動計画履行検討会議出席（６／２６）

６／２６ ヴィンクラー・オーストリア（EU議長
国）外務閣外相と会談

６／２６ マロック＝ブラウン国連副事務総長と会談
６／２６ ウェッセ・リベリア国際協力・経済統合

担当外務副相と会談
往 小泉総理大臣 ６／２９～６／３０ 国賓

６／２９ ブッシュ大統領と会談
往 伊藤外務大臣政務官 ７／７～７／１５ 国連安保理出席（決議第１６９５号採択後のステート

メント）（７／１５）
７／１４ ネグロポンテ国家情報長官と会談
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米国 往 猪口少子化・男女共同
参画担当大臣

７／１１～７／１３ ７／１２ ジョン・ハムレCSIS 所長と会談
７／１２ チャオ労働省長官と会談

往 河野衆議院議長 ７／１８～７／２２ 日系人シンポジウム出席（７／２１）
往 竹中総務大臣 ８／２～８／８ 米国政府及び情報通信企業等関係者との意見交換

８／４ バーナンキFRB議長と会談
往 二階経済産業大臣 ８／１３～８／１６ 米国エネルギー関係者との意見交換
往 金田外務副大臣 ９／５～９／９ 第５９回国連広報局・非政府組織（NGO）年次会

合出席（９／６）
９／７ リーチ下院アジア太平洋小委員長と会談
９／７ マカウスキー上院東アジア太平洋小委員

長と会談
９／７ バーンズ国務副長官代行他と会談
９／７ クラウチ大統領次席補佐官と会談
９／８ バティアUSTR代表代行と会談

往 遠山外務大臣政務官 ９／１３～９／１５ 国際的な人の移動と開発に関する国連ハイレベル
対話出席（９／１４～９／１５）
９／１３ デルビシュ国際開発計画（UNDP）総裁

に表敬
９／１３ パシャUNDPアジア大洋州局長と会談
９／１３ アルソスワUNDPアラブ局長と会談
９／１３ 弓削UNDP管理局長と会談
９／１４ ボージェス東ティモール国連代表部臨時

代理公使と会談
９／１４ マロック＝ブラウン国連副事務総長に表

敬
９／１４ ラフィ地球規模活動のための議員事務局

長と会談
９／１４ ゲーノ国連平和維持活動局長と会談
９／１４ ツイ国連人道問題調整事務所（OCHA）

前部長と会談
９／１５ サザーランド国連事務総長特別代表と会

談
９／１５ マッキンリー国際移住危機管理調整室事

務局長と会談
９／１５ カーン・バングラデシュ海外移住者福利

厚生・海外雇用担当相に表敬
往 伊藤外務大臣政務官 ９／１７～９／２１ イラクに関する外相会合（９／１８）及び包括的核

実験禁止条約（CTBT）フレンズ外相会合
（９／２０）出席
９／１８ マロック＝ブラウン国連副事務総長と会談
９／１８ クビシュ・スロバキア外相と会談
９／１９ バコヤニ・ギリシャ外相と会談
９／１９ ドゥルー・モーリシャス外相と会談
９／１９ ズィーバーリー・イラク外相と会談
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米国 往 有馬政府代表 ９／２１～９／２３ 中東に関する安保理閣僚級会合出席（９／２１）
９／２１ アッバース・パレスチナ自治政府大統領

と会談
９／２２ ミクダード・シリア副外相と会談
９／２２ サッルーフ・レバノン外相と会談
９／２２ ハティーブ・ヨルダン外相と会談

往 小池総理大臣補佐官 １０／３～１０／５ １０／３ ハドレー大統領補佐官と会談
来 ライス国務長官 １０／１８～１０／１９ １０／１８ 麻生外務大臣と会談

１０／１９ 安倍総理大臣に表敬
来 ブッシュ元大統領 １２／１４～１２／１６ １２／１６ 安倍総理大臣に表敬

（３）中南米

アルゼンチ
ン

往 扇参議院議長 ８／２４～８／２９ ８／２５ シオリ副大統領兼上院議長と会談
８／２８ タイアナ外相と会談
８／２８ パレストリーニ下院議長と会談

アンティグ
ア・バ ー
ブーダ

来 スペンサー首相 ５／２９～６／３ 海外漁業協力財団による招聘
５／３０ 麻生外務大臣と会談
６／１ 小泉総理大臣と会談

エクアドル 往 山中外務大臣政務官 ７／２９～８／１ 草の根・人間の安全保障無償資金協力プロジェク
ト「コトコジャオ診療所機材整備計画」供与式出
席（７／３１）
７／３１ セラノ副大統領と会談
７／３１ カリオン外相と会談
７／３１ ルセロ国会議長と会談
７／３１ ロドリゲス・エネルギー鉱山相と会談

エルサルバ
ドル

来 サカ大統領及び同令夫
人

１０／２０～１０／２４ 公式実務訪問賓客
１０／２３ 安倍総理大臣と会談
１０／２４ 天皇皇后両陛下と会見

キューバ 往 遠山外務大臣政務官 ９／１６～９／１７ 非同盟運動（NAM）諸国首脳会合出席（ゲスト
国として出席）（９／１６～９／１７）

グアテマラ 来 ブリッツ外相 ２／２１～２／２６ 外務省賓客
２／２３ 麻生外務大臣と会談

コスタリカ 往 豊田章一郎総理大臣特使
（トヨタ自動車名誉会長）

２／２５～２／２７ ２／２７ パチェコ大統領に表敬
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コロンビア 往 金田外務副大臣 ８／６～８／８ ８／７ サントス副大統領と会談
８／８ ウリベ大統領及びアラウッホ外相と会談
８／８ クエルボ文化相とE／N署名

ドミニカ共
和国

来 フェルナンデス大統領
及び同令夫人

７／１～７／４ 実務訪問賓客
７／３ 小泉総理大臣と会談
７／４ 河野衆議院議長と会談
７／４ 天皇皇后両陛下と会見

往 尾辻総理大臣特使 ７／２７～７／３０ 移住５０周年記念式典出席（７／２８）
７／２８ フェルナンデス大統領に表敬

トリニダー
ド・トバゴ

往 猪口少子化・男女共同
参画担当大臣

８／８～８／１２ ８／１０ ウィリアム共同開発・文化・ジェンダー
相と会談

８／１１ マニング教育相と会談
８／１１ マニング首相と会談
８／１１ ギフト外相と会談

ニカラグア 往 猪口少子化・男女共同
参画担当大臣

８／１２～８／１５ ８／１４ ボラーニョス大統領に表敬
８／１４ カルデラ外相と会談
８／１４ テラン家族相と会談

ハイチ 往 山中外務大臣政務官 ５／１３～５／１５ ハイチ大統領就任式出席（５／１４）
５／１３ プレヴァル大統領に表敬
５／１５ アブラハム外相と会談

往 山中外務大臣政務官 ７／２４～７／２６ 対ハイチ支援国会合出席（７／２５）
７／２５ ヒルトン・ジャマイカ外相と会談
７／２６ アレクシー首相と会談
７／２６ クレリスメ外相と会談

パナマ 往 金田外務副大臣 ５／４～５／５ ５／４ トリホス大統領に表敬
５／４ ルイス・ナバロ第一副大統領兼外相と会談
５／４ アレマン運河庁長官と会談

来 ルイス・ナバロ第一副
大統領兼外相

７／１７～７／２０ ７／１９ 麻生外務大臣と会談

パラグアイ 往 山中外務大臣政務官 ９／６～９／８ パラグアイ移住７０周年記念式典出席（９／８）
９／７ ドゥアルテ大統領と会談
９／７ カスティグリオーニ副大統領と会談
９／７ ラミレス外相と会談

往 秋篠宮殿下 １１／１～１１／４ １１／１ ドゥアルテ大統領と御接見

ブラジル 来 アモリン外相 ４／９～４／１３ ブラジル・デジタルテレビ日本方式採用に関する
協議出席
４／１２ 小泉総理大臣に表敬
４／１２ 麻生外務大臣と会談
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ブラジル 往 中川農林水産大臣 ５／３～５／５ ５／４ フルラン開発商工相と会談
５／４ ロドリゲス農務相と会談

往 竹中総務大臣 ６／２９～６／３０ ブラジル・デジタルテレビ日本方式採用発表式典
出席（６／２９）
６／２９ ルーラ大統領に表敬
６／２９ コスタ通信相と会談

往 扇参議院議長 ８／１９～８／２４ ８／２２ ルーラ大統領と会談
８／２２ アモリン外相と会談
８／２２ カリェイロス上院議長と会談
８／２２ レベロ下院議長と会談

往 山中外務大臣政務官 ９／３～９／６ G７７科学技術閣僚会合出席（９／３）
往 中川農林水産大臣 ９／９～９／１０ WTO非公式閣僚会合（G２０及び招待国ハイレベ

ル会合）出席（９／１０）

ペルー 往 山中外務大臣政務官 ７／２６～７／２９ ７／２７ ジャンピエトリ第一副大統領と会談
７／２７ ガルシア・ベラウンデ外相と会談
７／２８ ガルシア大統領と会談

来 ガルシア・ベラウンデ
外相

１１／１９～１１／２１ 外務省賓客
１１／２０ 秋篠宮殿下と接見
１１／２０ 麻生外務大臣と会談

ボリビア 来 チョケワンカ外相 １１／１３～１１／１５ JETRO三か国展賓客

メキシコ 往 中川農林水産大臣 １／８～１／１１ １／１１ フォックス大統領に表敬
１／１１ デルベス外相と会談
１／１１ マジョルガ農牧相と会談
１／１１ ガルシア・デ・アルバ経済相と会談
１／１１ カナレス・エネルギー相と会談

往 橋本元総理大臣 ３／１２～３／２３ 国連「水と衛生に関する諮問委員会」出席
（３／１４～３／１５）
第４回世界水フォーラム出席（３／１６～３／２２）

往 皇太子殿下 ３／１５～３／１９ 第４回世界水フォーラム御出席（３／１６～３／１７）
３／１５ フォックス大統領と御接見

往 金田外務副大臣 ５／２～５／４ 第２回日墨経済連携協定（EPA）合同委員会出
席（５／３）
５／３ ガルシア・デ・アルバ経済相と会談

（４）欧州

アイスラン
ド

来 スベリスドッティル外
相

１２／５～１２／９ １２／６ 麻生外務大臣と会談

アイルランド 来 アハーン外相 ５／９～５／１１ ５／１０ 麻生外務大臣と会談
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アルバニア 来 ムスタファイ外相 ５／１４～５／１７ 外務省賓客
５／１６ 麻生外務大臣と会談

イタリア 往 河野衆議院議長 １／１０～１／１２ １／１１ プローディ「連合」総裁と会談
１／１１ ディーニ上院副議長と会談
１／１１ カジーニ下院議長と会談

往 伊藤外務大臣政務官 ８／３０～８／３１ ８／３１ ヴェルネッティ外務政務次官と会談
往 豊田章一郎総理大臣特使
（トヨタ自動車名誉会長）

９／２６～９／２９ ９／２８ ブローディ首相に表敬

英国 往 小坂文部科学大臣 １／８～１／１１ １／１０ スミス学校教育担当相と会談
往 額賀防衛庁長官 １／１０～１／１２ １／１１ リード国防相と会談
往 中馬規制改革担当大臣 １／１２～１／１３ １／１２ サージェント規制改革担当相と会談
往 松田内閣府科学技術政
策担当大臣

１／１５～１／１６ １／１６ セインズベリー科学技術担当相と会談

往 遠山外務大臣政務官 ３／５～３／８ アジア２０１５出席（３／６～３／７）
３／６ トーマス国際開発省政務次官と会談

往 塩崎外務副大臣 ３／１６～３／１８ 日英２１世紀委員会第２２回合同会議出席
（３／１６～３／１８）
３／１６ ブレア首相に表敬
３／１６ ストロー外相に表敬

往 中川農林水産大臣 ３／１０～３／１２ WTO非公式少数国閣僚会合（G６）出席
（３／１０～３／１１）

往 二階経済産業大臣 ３／１０～３／１２ WTO非公式少数国閣僚会合（G６）出席
（３／１０～３／１１）

往 山中外務大臣政務官 ５／１９～５／２２ 英国ディッチリー財団主催国際会議出席
（５／２０～５／２１）

往 山中外務大臣政務官 ７／１０～７／１３ 王立統合防衛安全保障研究所「Japan-UK Security
Cooperation２００６」における講演（７／１２）

来 プレスコット副首相 １０／２２～１０／２４ １０／２３ 麻生外務大臣と会談
１０／２４ 安倍総理大臣に表敬

エストニア 往 中馬規制改革担当大臣 ７／２４～７／２５ ７／２５ サヴィサール経済通信相（首相代行）と
会談

オーストリ
ア

往 山中外務大臣政務官 １／１７～１／１８ １／１７ キルレ外務次官と会談
１／１８ ド・ブリシャンボー欧州安全保障協力機

構（OSCE）事務総長と会談
１／１８ アーティサーリ国連特使と会談

往 谷垣財務大臣 ４／８～４／９ アジア欧州会合（ASEM）第７回財務大臣会合出席
（４／８～４／９）

往 中川農林水産大臣 ４／２８～４／３０ 各国政府関係者とのWTO交渉等に関する意見交
換及び農業事情視察

往 眞子内親王殿下 ８／３～８／１５ ホームステイ
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オーストリ
ア

往 金田外務副大臣 ８／２８～８／２９ ８／２９ ヴィンクラー外務閣外相と会談
往 金田外務副大臣 ８／２８～８／２９ ８／２９ エルバラダイ国際原子力機関（IAEA）

事務局長と会談
往 松田科学技術政策担当
大臣

９／１６～９／１８ 第５０回 IAEA総会出席（９／１８）

オランダ 来 ザルム副首相兼財務相 ５／２３～５／２６ 日本政府との意見交換

往 皇太子同妃両殿下及び
愛子内親王殿下

８／１７～８／３１ （御旅行御滞在）

ギリシャ 往 河野衆議院議長 １／８～１／１０ ギリシャ国会招待
１／９ ベナキ国会議長と会談
１／９ カラマンリス首相に表敬
１／９ パプーリアス大統領に表敬

往 山中外務大臣政務官 ５／２～５／４ 南東欧協力プロセス（SEECP）外相会合出席
（５／３）
５／３ バコヤニ外相に表敬

往 小坂文部科学大臣 ６／２７～６／２８ 経済協力開発機構（OECD）教育大臣会合出席
（６／２８）

スイス 往 中川農林水産大臣 １／２７～１／２８ WTO非公式少数国閣僚会合（G６）（１／２７）及
びWTO非公式閣僚会合（１／２８）出席

往 二階経済産業大臣 １／２７～１／２８ WTO非公式少数国閣僚会合（G６）（１／２７）及
びWTO非公式閣僚会合出席（１／２８）

往 竹中総務大臣 １／２７～１／２９ 世界経済フォーラム年次総会出席（１／２８）
往 豊田章一郎総理大臣特使
（トヨタ自動車名誉会長）

２／１９～２／２０ 愛・地球博への支援に対する謝意表明
２／２０ ロイエンベルガー大統領に表敬

往 中川農林水産大臣 ４／３０～５／２ 各国政府関係者とのWTO交渉等に関する意見交
換及び農業事情視察
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スイス 往 山中外務大臣政務官 ６／１８～６／２０ 国連人権理事会第１回会合（６／１９）及びジュネー
ブ軍縮会議出席（６／２０）

よう

６／１９ 楊中国外交部副部長と会談
６／１９ トゥオミオヤ・フィンランド外相と会談
６／１９ エリアソン国連総会議長と会談
６／１９ ゴンザレス・メキシコ副外相と会談
６／２０ ウィティット北朝鮮人権状況特別報告者

と会談
６／２０ エレラ・ウルグアイ外務次官と会談
６／２０ サマラシンハ・スリランカ災害管理・人

権問題相と会談
６／２０ アルブール国連人権高等弁務官と会談
６／２０ マセメネ・レソト法務相と会談
６／２０ オリ・ネパール副首相兼外相と会談
６／２０ マッカートニー英国貿易産業省及び外

務・英連邦省閣外相と会談
往 中川農林水産大臣 ６／２６～７／３ WTO閣僚級会合出席（６／２９～７／１）
往 二階経済産業大臣 ６／２７～７／２ WTO閣僚級会合出席（６／２９～７／１）
往 中川農林水産大臣 ７／１７～７／１８ WTO非公式少数国閣僚会合（G６）出席（７／１７）
往 二階経済産業大臣 ７／１７～７／１８ WTO非公式少数国閣僚会合（G６）出席（７／１７）
往 二階経済産業大臣 ７／２２～７／２５ WTO非公式少数国閣僚会合（G６）出席

（７／２３～７／２４）
往 中川農林水産大臣 ７／２２～７／２６ WTO非公式少数国閣僚会合（G６）出席

（７／２３～７／２４）
往 河野衆議院議長 ９／１２～９／１４ ジュネーブ軍縮会議出席（９／１４）
往 小池環境大臣 ９／１３～９／１６ 気候変動枠組条約第１２回締約国会議（COP１２）

及び京都議定書第２回締約国会合（COP／MOP２）
閣僚準備会合出席（９／１４～９／１５）
９／１４ ミリバンド英国環境相と会談
９／１５ デ・ブア気候変動枠組条約事務局長と会

談
往 松岡農林水産大臣 １１／６～１１／８ 各国政府関係者等とのWTO農業交渉に関する意

見交換
往 松岡農林水産大臣 １２／１～１２／２ 列国議会同盟（IPU）・WTOに関する議員会議

出席（１２／１）
往 松島外務大臣政務官 １２／２１～１２／２３ １２／２１ タールマン外務次官補と会談

１２／２１ アンビュール外務次官と会談
１２／２２ フーバー＝ホルツ官房長官と会談

スウェーデ
ン

往 中馬規制改革担当大臣 １／８～１／１０ １／１０ セビージャ公共行政大臣と会談
往 小泉総理大臣 ５／３～５／４ ５／４ パーション首相と会談

５／４ カール１６世グスタフ国王に拝謁

スペイン 往 関口外務大臣政務官 １０／８～１０／１０ 第９回日・スペインシンポジウム出席（１０／９）
１０／９ レオン外交長官と会談
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スロバキア 往 北側国土交通大臣 ８／２７～８／２９ ８／２８ ヤフナーテク経済相と会談
８／２８ フィツォ首相と会談

スロベニア 往 山中外務大臣政務官 １／１５～１／１７ 在スロベニア日本大使館開館式出席（１／１６）
１／１６ イェロヴシェック国会外務委員長と会談
１／１７ セラール外務次官と会談

往 北側国土交通大臣 ８／２９～８／３０ ８／３０ ヴィズヤク経済相と会談
８／３０ ドルノウシェク大統領と会談

セルビア・
モンテネグ
ロ

往 山中外務大臣政務官 ５／４～５／６ ５／４ タディッチ・セルビア大統領に表敬
５／４ コシュトーニツァ・セルビア首相と会談
５／５ セイディユ・コソボ大統領に表敬

チェコ 往 豊田章一郎総理大臣特使
（トヨタ自動車名誉会長）

５／１５～５／１６ ５／１６ パロウベク首相に表敬

デンマーク 来 ラスムセン首相 １１／２０～１１／２２ １１／２１ 天皇皇后両陛下に謁見
１１／２１ 安倍総理大臣と会談
１１／２１ 麻生外務大臣による表敬

ドイツ 往 塩崎外務副大臣 ２／３～２／５ ミュンヘン安全保障会議出席（２／５）
２／３ カンタティ・タイ外相と会談
２／４ エアラー外務省国務相と会談

ちょう し ぐん

２／４ 張志軍中国共産党中央対外連絡部副部長
と会談

２／５ テオ・チーヒン・シンガポール国防相と
会談

往 橋本元総理大臣 ２／１８～２／２２ 国連「水と衛生に関する諮問委員会」出席
（２／２０～２／２１）

来 シュタインマイヤー外
相

２／２０～２／２２ 外務省賓客
２／２１ 小泉総理大臣に表敬
２／２１ 麻生外務大臣と会談

往 高円宮妃殿下 ６／１７～６／２５ サッカーW杯のため
往 川崎厚生労働大臣 ９／４～９／５ アジア欧州会合（ASEM）雇用・労働大臣会合出

席（９／４～９／５）

ノルウェー 往 杉浦法務大臣 ５／４～５／６ ５／５ ストールベルゲ法相と会談
５／５ ヨハンセン副外相と会談

ハンガリー 往 河野衆議院議長 ９／１０～９／１２ シリ国会議長招待による公式訪問
９／１１ ジュルチャーニ首相と会談
９／１１ シリ国会議長と会談
９／１１ ショーヨム大統領と会談
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フィンラン
ド

往 小泉総理大臣 ９／７～９／１１ ASEM第６回首脳会合出席（９／１０～９／１１）
９／８ ヴァンハネン首相と会談
９／９ ハロネン大統領に表敬
９／９ アロヨ・フィリピン大統領と会談
９／１０ サパテロ・スペイン首相と会談
９／１１ ズン・ベトナム首相と会談

来 リッポネン国会議長 １０／２９～１１／３ 衆議院議長招待
１０／３０ 河野衆議院議長と会談
１０／３０ 扇参議院議長と会談
１０／３１ 麻生外務大臣に表敬

フランス 往 松田内閣府科学技術政
策担当大臣

１／１６～１／１７ １／１７ グラール高等教育研究担当相と会談

往 中川農林水産大臣 ２／２４～２／２５ 国際農業見本市出席（２／２５）
２／２５ シラク大統領に表敬
２／２５ ビュスロ農業・漁業相と会談

往 豊田章一郎総理大臣特使
（トヨタ自動車名誉会長）

５／３～５／４ ５／４ シラク大統領に表敬

往 塩崎外務副大臣 ５／２１～５／２４ OECD閣僚理事会出席（５／２２～５／２４）
５／２２ ドゥースト＝ブラジー外相と会談
５／２２ コペ予算・国家改革担当相兼政府スポー

クスマンと会談
５／２２ オルトフー自治体担当相と会談
５／２２ グリア次期事務総長と会談

往 中川農林水産大臣 ５／２３ WTO非公式閣僚会合出席（５／２３）
往 二階経済産業大臣 ５／２３ WTO非公式閣僚会合出席（５／２３）
往 小坂文部科学大臣 ６／２３～６／２７

ユ ネ ス コ

国連教育科学文化機関（UNESCO）第１回無形
文化遺産条約締約国総会出席（６／２７）
６／２６ 松浦ユネスコ事務局長と会談

往 二階経済産業大臣 ７／２５～７／２７ 日仏経済に関するフランス政府関係者との意見交
換及び国際コンテンツカーニバルに向けた有識者
との意見交換

往 中川農林水産大臣 ７／２６～７／２８ 各国政府WTO交渉関係者との意見交換
（７／２６～７／２７）
７／２６ ビュスロ農業・漁業相と会談

往 竹中総務大臣 ９／４～９／６ ９／５ レディング欧州委員（情報社会メディア
担当）と会談

９／６ ロース産業担当相と会談
往 松岡農林水産大臣 １１／８～１１／９ １１／９ ビュスロ農業・漁業相と会談
往 岩屋外務副大臣 １１／２０～１１／２２ イーター機構設立協定署名式出席（１１／２１）
往 松島外務大臣政務官 １２／１６～１２／２１ １２／１８ 松浦ユネスコ事務局長と会談

１２／１８ グリアOECD事務総長と会談
１２／１９ ジェローム・パスキエ外務省国際協力開

発総局次長と会談
１２／２０ ブキッキオ欧州評議会事務総長と会談
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ブルガリア 来 ピリンスキ国民議会議
長

３／２１～３／２６ 参議院議長招待
３／２２ 天皇陛下に謁見
３／２２ 扇参議院議長と会談
３／２３ 小泉総理大臣に表敬
３／２３ 河野衆議院議長と会談

ベルギー 往 山中外務大臣政務官 １／１２ １／１２ ブローク欧州議会外交問題委員会委員長
と会談

往 麻生外務大臣 ５／４～５／５ 北大西洋理事会（NAC）常駐代表会合出席
（５／４）
５／４ バローゾ欧州委員会委員長に表敬
５／４ デ・ホープ・スケッフェル北大西洋条約

機構（NATO）事務総長に表敬
５／５ ヴェルホフスタット首相に表敬

往 中馬規制改革担当大臣 ７／１８～７／２０ ７／１９ フェアホイゲン欧州委員会副委員長と会
談

往 松岡農林水産大臣 １１／８ 各国政府関係者等とのWTO農業交渉に関する意
見交換

往 岩屋外務副大臣 １２／３～１２／６ OSCE外相理事会出席（１２／４～１２／５）
１２／４ エアラー・ドイツ外務国務相と会談
１２／４ ベズアシヴィリ・グルジア外相と会談
１２／４ ヴィンクラー・オーストリア外務閣外相

と会談
１２／５ デ・ホープ・スケッフェルNATO事務

総長と会談
１２／５ ド・ブリシャンボーOSCE事務総長と会談

ポーランド 来 メレル外相 ３／３０～４／４ 外務省賓客
３／３１ 扇参議院議長に表敬
３／３１ 皇太子殿下と接見
４／３ 麻生外務大臣と会談

往 豊田章一郎総理大臣特使
（トヨタ自動車名誉会長）

５／１４～５／１５ ５／１５ マルチンキエヴィチ首相に表敬

ボスニア・
ヘルツェゴ
ビナ

往 松島外務大臣政務官 １１／２～１１／５ ドボイ橋完成・引渡式典出席（１１／３）
１１／３ テルジッチ閣僚評議会議長（首相）に表敬

ポルトガル 往 中馬規制改革担当大臣 １／１０～１／１２ １／１１ サントス財務相と会談
１／１１ コレイア環境・都市計画・地域開発相と

会談
往 山口内閣府副大臣（特
派大使）

３／８～３／１０ 大統領就任式出席（３／９）
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モンテネグ
ロ

往 山中外務大臣政務官 ６／２１～６／２２ ６／２２ ブヤノビッチ大統領に表敬
６／２２ ジュカノビッチ首相に表敬
６／２２ ブラホビッチ外相と会談

ラトビア 来 パブリクス外相 ２／１９～２／２５ 外務省賓客
２／２２ 麻生外務大臣と会談

来 カルヴィーティス首相 ４／１９～４／２４ ４／１９ 麻生外務大臣と会談
４／２０ 小泉総理大臣と会談

往 中馬規制改革担当大臣 ７／２０～７／２３ ７／２１ パブリクス外相と会談
７／２１ フライベルガ大統領と会談
７／２１ シュトケンベルクス経済相と会談
７／２１ カルヴィーティス首相と会談

往 岩屋外務副大臣 １０／２６～１０／２８ １０／２７ パブリクス外相と会談
１０／２７ スラクテリス国防相と会談

リトアニア 往 麻生外務大臣 ５／５～５／６ ５／５ アダムクス大統領に表敬
５／５ ブラザウスカス首相に表敬
５／５ ヴァリョニス外相と会談

往 中馬規制改革担当大臣 ７／２３～７／２４ ７／２４ ペケリューナス国会副議長と会談
来 キルキラス首相 ８／２９～９／３ ８／３０ 麻生外務大臣と会談

９／１ 小泉総理大臣と会談

エネルギー
憲章条約

来 メルニエル事務局長 ５／１０～５／１３ 経団連主催エネルギーセミナー出席（５／１０）

欧 州 連 合
（EU）

来 バローゾ欧州委員会委
員長

４／２１～４／２５ 実務訪問賓客
第１５回日・EU定期首脳協議出席（４／２４）
４／２４ 天皇陛下に謁見

来 シュッセル・オースト
リア首相（EU議長国）

４／２３～４／２５ 第１５回日・EU定期首脳協議出席（４／２４）
４／２４ 天皇陛下に謁見
４／２４ 小泉総理大臣と会談

来 ソラナEU共通外交・
安全保障政策（CFSP）
上級代表

４／２４～４／２５ 第１５回日・EU定期首脳協議出席（４／２４）
４／２４ 河野衆議院議長と会談
４／２４ 麻生外務大臣と会談

来 フェレーロ・ヴァルト
ナー委員

４／２４～４／２５ 第１５回日・EU定期首脳協議出席（４／２４）
４／２４ 麻生外務大臣と会談
４／２４ 皇太子妃殿下と接見

欧州安全保
障協力機構
（OSCE）

来 ド・ブリシャンボー事
務総長

１／２４～１／２８ 日本政府との意見交換
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欧州委員会 来 フェアホイゲン欧州委
員会副委員長

７／１４～７／１５ 日・EUビジネス・ダイアログ・ラウンドテーブ
ル（BDRT）出席（７／１４）
７／１３ 麻生外務大臣と会談

（５）ロシア・旧ソ連新独立国家（NIS）諸国

アゼルバイ
ジャン

来 アリエフ大統領及び同
令夫人

３／７～３／１０ 実務訪問賓客
３／８ 天皇皇后両陛下と会見
３／１０ 小泉総理大臣と会談

往 山中外務大臣政務官 ７／１３～７／１５ ７／１４ シャリホフ副首相と会談
７／１４ ラシザデ首相と会談
７／１４ メメディヤロフ外相と会談

ウクライナ 往 麻生外務大臣 ６／３０～７／１ 日・ウクライナ協力委員会出席（７／１）
６／３０ ユーシチェンコ大統領に表敬
７／１ タラシューク外相と会談

ウズベキス
タン

来 ガニエフ外相 ６／３～６／６ 「中央アジア＋日本」対話第２回外相会合出席
（６／５）
６／５ 小泉総理大臣に表敬
６／５ 麻生外務大臣と会談

往 小泉総理大臣 ８／２９～８／３０ ８／２９ カリモフ大統領と会談

カザフスタ
ン

往 小泉総理大臣 ８／２８～８／２９ ８／２８ ナザルバーエフ大統領と会談

キルギス 来 ジェクシェンクロフ外
相

６／４～６／７ 「中央アジア＋日本」対話第２回外相会合出席
（６／５）
６／５ 小泉総理大臣に表敬
６／６ 麻生外務大臣と会談
６／７ 河野衆議院議長に表敬

グルジア 往 山中外務大臣政務官 ７／１５～７／１８ ７／１７ ブルジュナッゼ国会議長他と会談
７／１７ ノガイデリ首相と会談
７／１７ ベズアシヴィリ外相と会談

タジキスタ
ン

来 ナザロフ外相 ６／４～６／７ 「中央アジア＋日本」対話第２回外相会合出席
（６／５）
６／５ 小泉総理大臣に表敬
６／６ 麻生外務大臣と会談

ロシア 往 額賀防衛庁長官 １／１２～１／１４ １／１３ イワノフ国防相と会談
１／１３ イワノフ安全保障会議書記と会談
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ロシア 往 谷垣財務大臣 ２／１０～２／１１ G８財務大臣会合出席（２／１１）
２／１１ プーチン大統領に表敬

往 遠山外務大臣政務官 ３／１５～３／１７ G８エネルギー大臣会合出席（３／１５～３／１６）
３／１５ ボドマン米国エネルギー省長官と会談
３／１６ フリステンコ産業エネルギー相に表敬

ちょうこくほう

３／１６ 張国宝中国国家発展改革委員会副主任と
会談

往 谷垣財務大臣 ６／９～６／１０ G８財務大臣会合出席（６／１０）
往 麻生外務大臣 ６／２７～６／３０ G８外相会合出席（６／２９）

６／２８ ラヴロフ外相と会談
６／２８ ドゥースト＝ブラジー・フランス外相と

会談
６／２９ イワノフ安全保障会議書記と会談
６／２９ ベケット英国外相と会談
６／２９ マッケイ・カナダ外相兼大西洋地域経済

開発相と会談
６／２９ ダレーマ・イタリア副首相兼外相と会談
６／３０ ライス米国国務長官と会談

往 小泉総理大臣 ７／１５～７／１７ 主要国首脳会議（G８サミット）出席（７／１６～
７／１７）
７／１５ プーチン大統領と会談
７／１６ メルケル・ドイツ首相と会談
７／１７ シン・インド首相と会談

往 金田外務副大臣 ８／２８～９／２ ロシア退役原潜解体事業「希望の星」現地視察
（８／３０）
８／３０ キリエンコ連邦原子力局長官と会談
８／３０ ラヴロフ外相に表敬

往 伊藤外務大臣政務官 ９／１１～９／１５ ロシア退役原潜解体事業「希望の星」現地視察
（９／１３）

往 河野衆議院議長 ９／１４～９／１７ G８下院議長会合出席（９／１６）
９／１５ グルィズロフ国家院議長と会談
９／１７ プーチン大統領と会談

往 遠山外務大臣政務官 ９／１８～９／２２ 第４回バイカル経済フォーラム出席
（９／１９～９／２１）
９／１９ クワシニン・シベリア連邦管区大統領全

権代表と会談
９／２０ アンドロソフ経済発展貿易省次官と会談
９／２０ レイマン情報技術・通信相と会談
９／２１ ヤクーニン鉄道社長と会談
９／２１ リバノフ教育科学省次官と会談
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（６）中東及び北アフリカ

アフガニス
タン

来 スパンタ外相 ６／４～６／６ 「中央アジア＋日本」対話第２回外相会合出席
（６／５）
６／５ 麻生外務大臣と会談
６／５ 小泉総理大臣に表敬

来 カルザイ大統領 ７／４～７／７ 実務訪問賓客
アフガニスタンの平和の定着に関する第２回東京
会合出席（７／５）
７／５ 小泉総理大臣と会談
７／５ 麻生外務大臣と会談
７／５ 扇参議院議長と会談
７／６ 天皇陛下と会見

往 関口外務大臣政務官
（総理大臣特使）

１１／１９～１１／２１ １１／２０ カルザイ大統領と会談
１１／２０ ハリリ第二副大統領と会談

来 ムジャディディ上院議
長

１２／２～１２／６ 第２６回地球規模課題に取り組む国際議員連盟世界
総会出席（１２／４）

アラブ首長
国連邦

往 金田外務副大臣 １／７ マクトゥーム・アラブ首長国連邦副大統領兼首
相・ドバイ首長弔問
１／７ ムハンマド・ドバイ首長に表敬

往 遠山外務大臣政務官 ２／１２～２／１３ ２／１２ サイード・ムンタフィーク・ドバイ開発
長官と会談

往 中川農林水産大臣 ８／１８～８／２０ ８／１８ ムハンマド・アブダビ皇太子と会談
８／１９ キンディ環境・水資源相と会談

イエメン 往 伊藤外務大臣政務官 ７／３１～８／３ ７／３１ カルビー外相と会談
８／１ サーレハ大統領に表敬
８／１ アルハビー計画国際協力相と会談

イスラエル 往 有馬政府代表 ２／５～２／８ ２／６ モファズ国防相と会談
２／７ ペレス元首相と会談

往 小泉総理大臣 ７／１１～７／１３ ７／１２ オルメルト首相と会談
７／１２ カツァヴ大統領と会談
７／１２ リヴニ筆頭副首相兼外相と会談
７／１２ ペレス副首相と会談

往 伊藤外務大臣政務官 ８／２ ８／２ リヴニ筆頭副首相兼外相と会談
８／２ トゥルジマン外交担当首相補佐官と会談
８／２ スネー国防副大臣と会談

往 有馬政府代表 １１／６～１１／８ １１／７ リヴニ筆頭副首相兼外相と会談
１１／７ トゥルジマン外交担当首相補佐官と会談
１１／７ スネー国防副大臣と会談
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イラク 往 麻生外務大臣 ８／３ ８／３ ズィーバーリー外相と会談
８／３ マーリキー首相と会談

イラン 来 モッタキ外相 ２／２７～３／１ 外務省賓客
２／２７ 麻生外務大臣と会談
２／２８ 小泉総理大臣に表敬
２／２８ 河野衆議院議長と会談

来 ハタミ前大統領 ８／２４～８／２８ 国連大学主催「ウ・タント」における記念講演
（８／２５）及び第８回世界宗教者平和会議出席（８／２６）
８／２４ 小泉総理大臣と会談
８／２５ 森前総理大臣と会談

来 マシャーイー副大統領
兼文化遺産観光庁長官

７／３０～８／３ ペルシャ文明展開会式典出席（７／３１）
８／２ 麻生外務大臣と会談

エジプト 来 アブルゲイト外相 ５／１５～５／１６ 外務省賓客
５／１５ 河野衆議院議長と会談
５／１５ 麻生外務大臣と会談
５／１６ 小泉総理大臣に表敬

往 有馬政府代表 ５／２０～５／２３ 世界経済フォーラム中東会議出席（５／２１～５／２２）
５／２１ アリ・ヨルダン国際協力相と会談
５／２２ ムバラク大統領と会談

往 小坂文部科学大臣 ７／１２～７／１５ ７／１３ ガマル教育相と会談
７／１３ アブルナガ国際協力相と会談

往 小池環境大臣 ９／１６～９／１７ ９／１７ ジョルジュ環境相と会談
９／１７ アブルナガ国際協力相と会談

カタール 往 山中外務大臣政務官 ４／１１～４／１２ 第６回民主主義・自由貿易フォーラム出席
（４／１１～４／１２）
４／１１ モーザ首長妃に表敬
４／１２ アティーヤ第二副首相兼エネルギー・工

業相と会談
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カタール 往 二階経済産業大臣 ４／２１～４／２３ 第１０回国際エネルギーフォーラム（IEF）（４／２３
～４／２４）及び日・カタール合同経済委員会設立
に関する共同声明署名式（４／２３）出席
４／２３ ダウコル・ナイジェリア石油資源担当国

務相と会談
４／２３ ボドマン米国エネルギー省長官と会談
４／２３ アティーヤ第二副首相兼エネルギー・工

業相と会談
４／２３ フリステンコ産業エネルギー相と会談
４／２４ ハマド第一副首相兼外相と会談
４／２４ ナイミ・サウジアラビア石油鉱物資源相

と会談
４／２４ タミーム皇太子に謁見

ちょうこくほう

４／２４ 張国宝中国国家発展改革委員会副主任と
会談

４／２４ デオラ・インド石油天然ガス相と会談
往 遠山外務大臣政務官 ４／２２～４／２４ 第１２回国際エネルギー・ビジネス・フォーラム

（IEBF）（４／２２）及び第１０回国際エネルギー
フォーラム（IEF）出席（４／２３～４／２４）
４／２３ アティーヤ第二副首相兼エネルギー・工

業相と会談
４／２３ フリステンコ産業エネルギー相と会談

往 麻生外務大臣 ５／２３～５／２４ 第５回アジア協力対話（ACD）外相会合出席
（５／２３～５／２４）
５／２３ タミーム皇太子に表敬

パン ギ ムン

５／２３ 潘基文韓国外交通商部長官と会談
５／２３ ラヴロフ・ロシア外相と会談
５／２３ モハメッド・ブルネイ外務貿易相と会談

り ちょうせい

５／２３ 李肇星中国外交部長と会談
５／２４ エンフボルド・モンゴル外相と会談

来 アティーヤ第二副首相
兼エネルギー工業相

１１／１２～１１／１９ 第１回日・カタール合同経済委員会出席（１１／１３）
１１／１３ 麻生外務大臣と会談

クウェート 往 麻生外務大臣 １／１７ ジャービル首長弔問
１／１７ サバーハ首相と会談
１／１７ ムハンマド外相と会談

往 額賀防衛庁長官 ７／１６～７／１８ イラク派遣空自部隊視察
７／１６ ジャービル第一副首相兼内相兼国防相と

会談
７／１８ ムハンマド副首相兼外相と会談

往 金田外務副大臣 ７／１７～７／１８ イラク派遣空自部隊視察
７／１８ ムハンマド副首相兼外相と会談

サウジアラ
ビア

来 スルタン皇太子 ４／５～４／７ 公式実務訪問賓客
４／６ 天皇陛下と会見
４／６ 小泉総理大臣と会談
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サウジアラ
ビア

往 中川農林水産大臣 ８／２０～８／２２ ８／２１ ヤマニ商工業相と会談
８／２１ バルグナイム農業相と会談
８／２２ アブドッラー国王に表敬

シリア 往 有馬政府代表 １１／８～１１／１０ １１／９ ムアッリム外相と会談

チュニジア 往 河野衆議院議長 １／１２～１／１４ 公式訪問
第４回日本とイスラム世界との文明間対話出席
（１／１３）
１／１２ ムバッザ代議員議長と会談
１／１２ カッラール評議員議長と会談
１／１３ ベン・アリ大統領と会談
１／１３ アブダッラー外相と会談
１／１４ ガンヌーシ首相と会談

来 アブダッラー外相 ７／９～７／１３ ７／１１ 麻生外務大臣と会談
往 伊藤外務大臣政務官 ８／４～８／５ ８／４ ジュイニ開発・国際協力相と会談

８／４ アブダッラー外相と会談
８／５ ガンヌーシ首相と会談

トルコ 往 小泉総理大臣 １／９～１／１２ １／１０ セゼル大統領と会談
１／１０ エルドアン首相と会談

バーレーン 往 岩屋外務副大臣 １０／２９～１０／３０ １０／３０ ハリーファ首相と会談
１０／３０ ハッファーズ保健相と会談

（パレスチ
ナ）

往 伊藤外務大臣政務官 １／２５～１／２６ 第２回パレスチナ立法評議会選挙への政府監視団
団長としての訪問

往 有馬政府代表 ２／５～２／８ ２／６ アッバース大統領と会談
２／６ ファイヤード前財務庁長官（立法評議会

議員）と会談
往 小泉総理大臣 ７／１３ ７／１３ アッバース大統領と会談
往 伊藤外務大臣政務官 ８／３ ８／３ キドワ前外務庁長官と会談

８／３ フセイニ大統領首席補佐官と会談
往 有馬政府代表 １１／６～１１／８ １１／６ エラカート・パレスチナ解放機構（PLO）

交渉局長と会談
１１／８ ファイヤード前財務庁長官（立法評議会

議員）と会談

モロッコ 来 ベナイッサ外相 ６／２１～６／２４ 政策協議出席
６／２３ 麻生外務大臣と会談

往 金田外務副大臣 ８／９～８／１０ ８／１０ ジェットゥ首相と会談
８／１０ アズーレイ国王顧問と会談
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ヨルダン 往 遠山外務大臣政務官 ２／１３～２／１５ 中東・北アフリカ地域（MENA）投資閣僚級会
合出席（２／１３～２／１４）
２／１３ アブドッラー国王に表敬
２／１４ アリ計画国際協力相と会談

往 小泉総理大臣 ７／１３～７／１５ ７／１３ アブドッラー国王と会談
７／１４ バヒート首相他と会談

来 ハッサン王子及びサル
ワット王女

８／２１～８／２８ 第８回世界宗教者会議世界大会出席（８／２６）
８／２１ 天皇皇后両陛下の御夕餐に出席

往 浅野外務副大臣 １１／３０～１２／１ 第３回未来のためのフォーラム出席（１２／１）
１２／１ バクティヤール・パキスタン外務担当国

務相と会談
１２／１ ハティーブ外相と会談
１２／１ ズィーバーリー・イラク外相と会談
１２／１ ムーサ・アラブ連盟事務総長と会談

来 ハティーブ外相 １２／１８ １２／１８ 麻生外務大臣と会談
来 アブドッラー国王王妃
両陛下

１２／２０～１２／２２ １２／２１ 麻生外務大臣と会談
１２／２１ 天皇皇后両陛下の御夕餐に出席
１２／２２ 安倍総理大臣と会談

リビア 往 松田内閣府科学技術政
策・IT担当大臣（総
理大臣特使）

８／１５～８／１８ ８／１５ シャホーミ外務委員長と会談
８／１６ マフムーディ首相と会談
８／１６ カダフィ指導者と会談
８／１７ シャルガム外相と会談

往 小池総理大臣補佐官 １２／６～１２／８ リビア・エネルギー国際会議出席（１２／７）
１２／６ シャホーミ外務委員長と会談
１２／７ ムアタシム国家安全保障会議顧問と会談
１２／７ シャルガム外相と会談

（７）アフリカ

ウガンダ 往 小坂文部科学大臣 ７／１６～７／１７ ７／１６ ムセベニ大統領と会談
７／１７ ビタマジレ教育大臣と会談

来 ンシバンビ首相 ８／８～８／９ 故橋本元総理内閣・自民党合同葬儀出席（８／８）

エチオピア 往 塩崎外務副大臣 ２／１５～２／１８ アフリカ開発会議（TICAD）平和の定着会議出
席（２／１６～２／１７）
２／１５ メレス首相と会談
２／１５ タケダ外務担当国務相と会談

往 小泉総理大臣 ４／２９～５／１ アフリカ政策演説実施
４／３０ メレス首相と会談
５／１ コナレ・アフリカ連合（AU）委員長と

会談
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ガーナ 往 小泉総理大臣 ５／１～５／３ ５／２ クフォー大統領と会談
来 クフォー大統領 １１／９～１１／１１ １１／１０ 安倍総理大臣と会談
来 アクフォ＝アドゥ外相 １１／９～１１／１１ 大統領に同行

１１／９ 麻生外務大臣と会談

カーボヴェ
ルデ

往 杉浦法務大臣（総理大
臣特使）

８／１３～８／１４ ８／１３ アンドラド法務相と会談
８／１４ ピレス大統領と会談
８／１４ スーザ・インフラ運輸海洋相と会談

ガボン 往 杉浦法務大臣（総理大
臣特使）

８／９～８／１１ ８／１０ ンドン首相と会談
８／１０ ピン外相と会談
８／１０ ンバ都市相と会談
８／１１ ボンゴ大統領と会談

カメルーン 来 エッソ外相 ４／１６～４／２０ ４／１８ 麻生外務大臣と会談
来 ビヤ大統領及び同令夫
人

４／１６～４／２０ 公式実務訪問賓客
４／１７ 小泉総理大臣と会談
４／１８ 天皇皇后両陛下と会見

往 杉浦法務大臣（総理大
臣特使）

８／７～８／９ ８／８ イノニ首相と会談
８／８ エッソ外相と会談
８／８ アリ副首相兼法務相と会談
８／８ バカン社会問題相と会談

ケニア 往 中川農林水産大臣 ９／１～９／４ ９／１ キルワ農業相と会談
９／２ キトゥイ貿易産業相と会談
９／４ キバキ大統領と会談

来 トゥジュ外相 １１／９～１１／１０ １１／１０ 麻生外務大臣と会談
往 若林環境大臣 １１／１５～１１／１８ 気候変動枠組条約第１２回締約国会議（COP１２）

及び京都議定書第２回締約国会合（COP／MOP２）
の閣僚級会合出席（１１／１５～１１／１７）
１１／１６ ヘデゴー・デンマーク環境相と会談
１１／１６ ドブリアンスキー米国国務次官と会談

きょう い しん

１１／１６ 姜偉新国家発展改革委員会副主任と会談
１１／１７ マータイ元環境副相と会談
１１／１７ デ・ブア気候変動枠組条約事務局長と会談
１１／１７ ガブリエル・ドイツ環境相と会談
１１／１７ ミリバンド英国環境相と会談

コンゴ共和
国

来 アダダ外相 １０／２９～１１／１ 外務省賓客
１０／３０ 麻生外務大臣と会談

コンゴ民主
共和国

往 浜田外務大臣政務官 １２／５～１２／７ 大統領就任式出席（１０／６）
１２／６ ンクルンジザ・ブルンジ共和国大統領と

会談
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ジブチ 来 ユスフ外務・国際協力
相

６／５～６／８ 外務省賓客
６／６ 麻生外務大臣と会談

往 浜田外務大臣政務官 １０／２４～１０／２６ １０／２５ ディレイタ首相と会談
１０／２５ ユスフ外務・国際協力相と会談
１０／２６ ゲレ大統領と会談

スーダン 往 塩崎外務副大臣 ２／１２～２／１５ 政府開発援助（ODA）案件の視察
２／１４ アコル外相と会談

往 有馬政府代表 ３／２７～３／３０ アラブ連盟首脳会議出席（３／２８～３／２９）
３／２８ アッバース・パレスチナ自治政府大統領

と会談
３／２８ アブルゲイト・エジプト外相と会談
３／２８ ムアッリム・シリア外相と会談
３／２９ アッバース・パレスチナ自治政府大統領

と会談
３／２９ ハティーブ・ヨルダン外相と会談
３／２９ ズィバーリ・イラク外相と会談
３／３０ アコル外相と会談
３／３０ フィデイル国際協力相と会談

来 アコル外相 １１／６～１１／８ １１／６ 麻生外務大臣と会談

スワジラン
ド

来 マゴンゴ下院議長 １／１１～１／２０ ２１世紀パートナーシップ促進招聘
１／１７ 扇参議院議長と会談

赤道ギニア 来 ンゲマ大統領及び同令
夫人

１０／３０～１１／１ 実務訪問賓客
１０／３１ 安倍総理大臣と会談
１１／１ 皇太子同妃両殿下と接見

来 ミチャ・オンド・ビレ
外相

１０／３０～１１／１ 大統領に同行
１０／３１ 麻生外務大臣と会談

セネガル 往 伊藤外務大臣政務官 ８／２５～８／２７ ８／２５ サル首相と会談

タンザニア 来 キクウェテ大統領及び
同令夫人

１０／３０～１１／３ 実務訪問賓客
１１／１ 天皇皇后両陛下と会見
１１／１ 安倍総理大臣と会談

ナイジェリ
ア

来 オバサンジョ大統領 ９／１４～９／１６ ９／１４ 小泉総理大臣と会談

ブルンジ 来 バトゥムブゥイラ外相 １１／２１～１１／２４ 外務省賓客
１１／２１ 麻生外務大臣と会談

往 浜田外務大臣政務官 １２／８～１２／９ １２／８ バトゥムブウィラ外相と会談

ベナン 来 ディアロ外相 ６／２０～６／２１ ６／２１ 麻生外務大臣と会談
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ベナン 来 ヤイ大統領 ７／４～７／６ ７／５ 天皇皇后両陛下と会見
７／５ 小泉総理大臣と会談

ボツワナ 来 メラフェ外相 ６／３～６／９ 「ボツワナ・ウィーク」出席（６／２～６／９）
６／７ 麻生外務大臣と会談

来 モハエ大統領 ６／６～６／９ 「ボツワナ・ウィーク」出席（６／２～６／９）
６／８ 小泉総理大臣と会談

マダガスカ
ル

往 川崎厚生労働大臣（総
理大臣特使）

８／１９～８／２２ ８／２１ シラ首相と会談
８／２１ ロバンソン保健相と会談
８／２１ ランドリアリマナナ農水相と会談

マラウイ 来 ムタリカ大統領 ３／１４～３／１８ 公式実務訪問賓客
３／１６ 天皇陛下と会見
３／１７ 小泉総理大臣と会談

南アフリカ 来 ムランボ＝ヌクカ副大
統領

４／１８～４／２３ 非公式訪問
４／１９ 皇太子殿下と接見
４／２１ 小泉総理大臣に表敬

往 小池環境大臣 ６／１８～６／２０ 気候対策に関する南アフリカ閣僚非公式対話出席
（６／１８～６／２０）

往 塩崎外務副大臣 ７／５～７／６ 第８回日・南アフリカ・パートナーシップ・
フォーラム出席（７／６）
７／６ パハッド南アフリカ外務副大臣と会談

来 ドラミニ＝ズマ外相 １２／３～１２／６ 外務省賓客
１２／４ 麻生外務大臣と会談
１２／５ 小泉前総理大臣と会談
１２／５ 森元総理大臣と会談

モーリタニ
ア

往 伊藤外務大臣政務官 ８／２７～８／２９ ８／２８ ブバカール首相と会談
８／２８ ヴァル国家元首と会談
８／２８ シディナ漁業・水産経済相と会談
８／２８ モハメッド・アリ・エネルギー・石油相

と会談
８／２９ シダフメド外相と会談

モザンビー
ク

来 アブレウ外務協力相 １０／３０～１１／２ １０／３１ 麻生外務大臣と会談

リベリア 往 伊藤外務大臣政務官
（総理大臣特使）

１／１５～１／１８ 大統領就任式出席（１／１６）
１／１６ ジョンソン＝サーリーフ大統領に表敬
１／１６ ローラ米国大統領夫人に表敬
１／１６ ライス米国国務長官に表敬
１／１７ ジョンソン＝サーリーフ大統領と会談
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ルワンダ 来 ムリガンデ外務・協力
相

６／１１～６／１６ ６／１４ 麻生外務大臣と会談

往 浜田外務大臣政務官 １０／２６～１０／２８ １０／２７ マクザ首相と会談
１０／２７ ムリガンデ外務・協力相と会談

来 カガメ大統領 １１／６～１１／９ 実務訪問賓客
１１／８ 天皇陛下と会見
１１／８ 安倍総理大臣と会談

レソト 来 モレレキ外相 １１／１６～１１／１９ 日本政府との意見交換

アフリカ連
合（AU）

来 コナレ委員長 ７／２４～７／２８ 高級実務者招聘
７／２５ 小泉総理大臣と会談

全アフリカ
議会

来 モンゲラ議長 １０／１１～１０／１７ 衆参両院議長招待
１０／１２ 河野衆議院議長と会談
１０／１２ 扇参議院議長と会談
１０／１６ 皇太子同妃両殿下と接見
１０／１６ 安倍総理大臣と会談

（８）国際機関

アフリカ開
発銀行
（AfDB）

来 カベルカ総裁 ５／２７～５／３０ 開発経済に関する年次会合（ABCDE Tokyo
２００６）出席（５／２９～５／３０）

経済協力開
発機構
（OECD）

来 ジョンストン事務総長 ３／１２～３／１６ OECD経済産業諮問委員会（BIAC）租税委員会
関連会合出席（３／１３～３／１４）

来 グリア事務総長 ７／１９～７／２３ 外務省賓客
OECDフォーラム「OECDの将来とアジア」出
席（７／２０～７／２１）
７／２０ 小泉総理大臣に表敬
７／２１ 麻生外務大臣と会談

国際移住機
関 （IOM）

来 マッキンレー事務職長 ３／５～３／１０ 外務省・IOM共催シンポジウム（外国人問題に
どう対処すべきか）出席（３／９）

国際エネル
ギー機関
（IEA）

来 マンディル事務局長 １１／１０～１１／１１ （財）日本エネルギー経済研究所主催「国際エネ
ルギーシンポジウム」出席（基調講演等）
（１１／１０）
１１／１０ 麻生外務大臣と会談

国際海事機
関 （IMO）

来 ミトロポリス事務局長 １／１０～１／１４ 国際交通セキュリティー大臣会合（国土交通大臣
主催）出席（１／１２～１／１３）
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国際家族計
画連盟
（IPPF）

来 シンディング事務局長 ６／１３～６／１４ 日本政府との意見交換

国際刑事裁
判所（ICC）

来 キルシュ所長 １２／３～１２／９ オピニオンリーダー招聘
第２８回地球規模問題に取り組む国際議員連盟
（PGA）世界総会出席（１２／４～１２／５）

国際原子力
機関
（IAEA）

来 エルバラダイ事務局長
及び同令夫人

１１／２９～１２／４ 外務省賓客
１１／３０ 麻生外務大臣と会談

国際電気通
信連合
（ITU）

来 内海事務総局長 ６／２６～７／１０ 早稲田大学創立１２５周年記念国際会議出席（６／２８）

国際農業開
発基金
（IFAD）

来 ボーゲ総裁 ５／２７～５／２９ 日本政府との意見交換（５／２７）

国際民間航
空機関
（ICAO）

来 コタイテ理事会議長 １／１０～１／１４ 国際交通セキュリティー大臣会合出席（国土交通
大臣主催）（１／１２～１／１３）

国際連合
（UN）

来 アナン国連事務総長 ５／１６～５／１９ 外務省賓客
５／１７ 小泉総理大臣と会談
５／１７ 麻生外務大臣と会談
５／１８ 天皇皇后両陛下に謁見

国連開発計
画（UNDP）

来 デルビシュ総裁 １２／５～１２／７ 国際連合加盟５０周年記念 人間の安全保障シンポ
ジウム「紛争後の平和構築における人間の安全保
障」出席（１２／６）
１２／６ 麻生外務大臣に表敬

国連教育科
学文化機関
（UNESCO）

来 松浦事務局長 ８／２１～８／２９ ユネスコ「人類の口承及び無形遺産の傑作」『歌
舞伎』宣言書伝達式（８／２２）及び国連大学／ユネ
スコ共催国際会議「グローバリゼーション：科学
技術の課題と機会」（８／２３）出席
８／２２ 森前総理大臣に表敬
８／２４ 町村前外務大臣に表敬
８／２４ 小泉総理大臣に表敬
８／２５ 天皇皇后両陛下に拝謁
８／２８ 河野衆議院議長に表敬
８／２８ 麻生外務大臣に表敬
８／２９ 高村元外務大臣に表敬
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国連工業開
発機関
（UNIDO）

来 ユムケラー事務局長 ３／２１～３／２５ 日本政府との意見交換（３／２２～３／２４）

国連合同エ
イズ計画
（UNAIDS）

来 ピオット事務局長 １０／１０～１０／１３ 日本政府との意見交換

国連児童基金
（UNICEF）

来 ベネマン事務局長 ４／９～４／１２ 外務省賓客
４／１０ 高円宮妃殿下と接見
４／１０ 皇太子同妃両殿下と接見
４／１１ 麻生外務大臣と会談

国連食糧農
業機関
（FAO）

来 ディウフ事務局長 ７／５～７／７ 日本政府との意見交換

国連人権高
等弁務官事
務所
（OHCHR）

来 ムンタボーン国連北朝
鮮の人権状況特別報告
者

１２／１０～１２／１４ 北朝鮮の人権状況の調査
ら ち

拉致問題国際会議～北朝鮮による国際的拉致の実
態と解決策（１２／１３）
１２／１２ 麻生外務大臣に表敬

国連人口基金
（UNFPA）

来 オベイド事務局長 ５／１０～５／１３ ５／１１ 麻生外務大臣に表敬
５／１１ 秋篠宮同妃両殿下と接見

国連世界食
糧計画
（WFP）

来 モリス事務局長 １０／４～１０／６ WFP国会議員連盟第６回総会出席（１０／４）
１０／５ 麻生外務大臣に表敬

国連難民高
等弁務官事
務所
（UNHCR）

来 グテーレス高等弁務官 １２／４～１２／６ 外務省賓客
国際連合加盟５０周年記念 人間の安全保障シンポ
ジウム「紛争後の平和構築における人間の安全保
障」出席（１２／６）
１２／５ 麻生外務大臣と会談
１２／６ 森元総理大臣他と会談

国連パレス
チナ難民救
済事業機関
（UNRWA）

来 アブザイド事務局長 １／１５～１／１９ 日本政府との意見交換

国連貿易開
発会議
（UNCTAD）

来 スパチャイ事務局長 ９／１ 「市場を通じたアフリカ開発～官民連携の新展
開」アフリカ・シンポジウム出席（９／１）
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国連ボラン
ティア計画
（UNV）

来 デ・ラード事務局長 ４／１０～４／１４ 日本政府との意見交換（４／１１～４／１３）

国連薬物犯
罪事務所
（UNODC）

来 コスタ事務局長 ７／４～７／７ ７／６ 高円宮妃殿下と接見

砂漠化対処
条約事務局

来 ディアロ総裁 ８／２２～８／２６ 国際シンポジウム「砂漠とともに生きるⅡ－乾燥
地科学と現場での取り組み」出席（８／２５）

世界銀行 来 ウルフォウィッツ総裁 ５／２７～５／３０ 開発経済に関する年次会合（ABCDE Tokyo
２００６）出席（５／２９～５／３０）
５／２９ 小泉総理大臣に表敬
５／２９ 麻生外務大臣に表敬

世界貿易機
関（WTO）

来 ラミー事務局長 ７／５～７／６ 高級実務者招聘
７／５ 麻生外務大臣と会談
７／６ 小泉総理大臣に表敬

米州開発銀
行（IDB）

来 モレノ総裁 ９／２０～９／３０ アジア・ラテンアメリカ及びカリブ海地域民間部
門フォーラム日本会合出席（９／２２）


