
要人往来



要人往来

2010年1月1日〜12月31日

＜起債対象と留意点＞
1．対象期間は2010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、皇室、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・機関の要人の来訪は、各国外務大臣、外務大臣より上位の閣僚（他省大臣を除く）、国際機関の長の来日であ
り、
（1）日本の外務大臣又は外務大臣以上の要人と会談等があったもの、もしくは（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。

国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程

（1）アジア・大洋州
インド 往 原口総務大臣 1/6〜1/9 1/6	 ラジャ通信IT相と会談

1/7	 	アブドゥッラー新・再生可能エネルギー相と
会談

往 北澤防衛大臣 4/29〜5/1 4/30	 シン首相に表敬
4/30	 アントニー国防相と会談

往 直嶋経済産業大臣 4/29〜5/1 第4回日・インドエネルギー対話出席（4/30）
4/30	 シン首相に表敬
4/30	 シャルマ商工相と会談

往 岡田外務大臣 8/21〜8/22 8/21	 	クリシュナ外相と会談（第4回日・インド外
相間戦略対話）

8/21	 シン首相に表敬
8/22	 ラメシュ環境森林相と会談

来 シン首相及び同令夫人 10/24〜10/26 公式実務訪問賓客
10/25	 天皇皇后両陛下に謁見
10/25	 菅総理大臣と会談
10/25	 前原外務大臣による表敬

インドネシア 来 マルティ外相 1/15〜1/17 第4回アジア中南米協力フォーラム（FEALAC）外相会
合出席（1/16〜1/17）
1/17	 岡田外務大臣と会談

往 藤村外務副大臣 8/2〜8/4 アジア太平洋地域ミレニアム開発目標（MDGs）レ
ビュー特別閣僚会合出席（8/3〜8/4）
8/3	 マルティ外相と会談
8/4	 ハッタ経済担当調整相と会談

来 ハッタ経済担当調整相 10/13〜10/16 日・インドネシア閣僚級経済協議出席（10/14）
10/14	 菅総理大臣に表敬

来 ユドヨノ大統領 11/12〜11/13 第18回アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議出席
（11/13）

来 マルティ外相 11/12〜11/16 ユドヨノ大統領とブディオノ副大統領に同行
11/14	 前原外務大臣と会談

来 ブディオノ副大統領 11/14〜11/16 第18回APEC首脳会議出席（11/14）
往 前原外務大臣 12/9〜12/10 バリ民主主義フォーラム出席（12/9）

12/9	 グスマン東ティモール首相に表敬
12/9	 アニファ・マレーシア外相と会談
12/9	 モッタキ・イラン外相と会談
12/10	 ユドヨノ大統領に表敬
12/10	 マルティ外相と会談

オーストラリア 往 福山外務副大臣 2/11〜2/12 第6回日豪会議出席（2/11〜2/12）
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
オーストラリア 往 岡田外務大臣 2/20〜2/21 2/20	 フォークナー国防相と会談

2/20	 ラッド首相に表敬
2/21	 スミス外相と会談

来 スミス外相 5/19〜5/20 第3回日豪外務・防衛閣僚協議（2+2）出席（5/19）
5/19	 岡田外務大臣と会談
5/20	 鳩山総理大臣に表敬

往 原口総務大臣 7/20〜7/22 7/20	 	コンロイ・ブロードバンド・通信・デジタル
経済相と会談

往 西村外務大臣政務官 8/6〜8/7 クイーンズランド州政府関係者等との意見交換
来 ラッド外相 10/13 10/13	 前原外務大臣と会談
来 ギラード首相 11/10〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）
往 前原外務大臣 11/23 11/23	 エマーソン貿易相と会談

11/23	 ラッド外相と会談
11/23	 スミス国防相と会談
11/23	 ギラード首相に表敬

往 伴野外務副大臣 12/14〜12/17 12/15	 ファーガソン資源エネルギー相と会談
12/17	 バーネット西オーストラリア州首相と会談

韓国 来 柳
ユ・ミョンファン

明桓外交通商部長官 1/16〜1/17 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）
1/16	 岡田外務大臣と会談

往 岡田外務大臣 2/10〜2/11 2/11	 柳明桓外交通商部長官と会談
2/11	 李明博大統領に表敬
2/11	 	玄

ヒョン・インテク

仁澤統一部長官と会談
2/11	 	鄭

チョン・ウンチャン

雲燦国務総理に表敬
往 武正外務副大臣 3/28〜3/29 3/29	 柳明桓外交通商部長官に表敬
往 岡田外務大臣 5/15〜5/16 第4回日中韓外相会議出席（5/15〜5/16）

5/15	 	楊
よ う

潔
け つ

篪
ち

中国外交部長と会談
5/16	 柳明桓外交通商部長官と会談

往 西村外務大臣政務官 5/17〜5/18 国連アジア太平洋社会経済委員会（ESCAP）第66回
総会出席（5/17〜5/18）

往 鳩山総理大臣 5/29〜5/30 第3回日中韓サミット出席（5/29〜5/30）
5/29	 李明博大統領と会談

往 福山外務副大臣 5/29〜5/30 鳩山総理大臣に同行
往 武正外務副大臣 7/28〜7/29 韓国政府関係者等との意見交換
来 朴

パ ク ・ ヒ ィ テ

熺太国会議長 10/11〜10/16 衆議院議長招待
10/12	 横路衆議院議長と会談
10/12	 西岡参議院議長と会談
10/13	 菅総理大臣に表敬

往 菅総理大臣 11/11〜11/12 G20ソウル･サミット出席（11/11〜11/12）
11/11	 エルドアン・トルコ首相と会談
11/12	 	ファン=ロンパイ欧州理事会議長及びバロー

ゾ欧州委員会委員長と会談
来 李明博大統領 11/13〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）

11/14	 菅総理大臣と会談
来 金星煥外交通商部長官 11/13〜11/14 李明博大統領に同行

第18回APEC首脳会議同席（11/13〜11/14）
カンボジア 来 ハオ・ナムホン副首相

兼外務国際協力相
1/14〜1/20 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）

来 ノロドム・シハモニ国
王陛下

5/16〜5/20 国賓
5/17	 天皇皇后両陛下と御会見・宮中晩餐
5/18	 横路衆議院議長が謁見
5/18	 江田参議院議長が謁見
5/18	 鳩山総理大臣が謁見
5/19	 天皇皇后両陛下が御訪問

273外交青書 2011

要人往来

要
人
往
来



国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
カンボジア 往 藤村外務副大臣 9/10〜9/11 9/10	 フン・セン首相に表敬

9/10	 	ハオ・ナムホン副首相兼外務国際協力相と会
談

9/10	 	ソック・アン副首相兼閣僚評議会担当相と会
談

サモア 往 西村外務大臣政務官 4/30 4/30	 トゥイアトゥア元首に表敬
4/30	 トゥイラエパ首相兼外相に表敬

シンガポール 来 ゴー・チョクトン上級
相

4/17〜4/23 インターアクション・カウンシル第28回総会出席
（4/18〜4/20）
4/21	 岡田外務大臣と会談
4/22	 鳩山総理大臣に表敬

来 リー・クァンユー内閣
顧問

5/18〜5/22 第16回国際交流会議「アジアの未来」（日本経済新聞社
主催）出席（5/20〜5/21）
5/21	 鳩山総理大臣に表敬

往 吉良外務大臣政務官 7/4〜7/5 在東南アジア諸国連合（ASEAN）及び東ティモール大
使とASEAN商工会議所連合会による官民合同会議出席
（7/5）
7/5	 ザイヌル外務担当上級国務相と会談

来 ジョージ・ヨー外相 11/9〜11/12 第22回APEC閣僚会議出席（11/10〜11/11）
11/11	 前原外務大臣と会談

来 リー・シエンロン首相 11/12〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）
スリランカ 来 ピーリス外相 7/26〜7/30 7/29	 岡田外務大臣と会談
ソロモン 往 西村外務大臣政務官 5/3〜5/4 5/3	 トザカ外相代理と会談

5/3	 フォノ副首相に表敬
5/3	 ケンガバ環境保全・気象相に表敬

来 シャネル外務貿易相 10/14〜10/16 太平洋・島サミット中間閣僚会合出席（10/16）
タイ 来 カシット外相 1/15〜1/17 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）

1/16	 岡田外務大臣と会談
往 岡田外務大臣 8/22〜8/23 8/23	 アピシット首相に表敬

8/23	 カシット外相と会談
往 藤村外務副大臣 9/7〜9/10 東西・南部経済回廊に関する国際会議出席（9/9）

9/9	 アピシット首相に表敬
9/9	 カシット外相と会談

往 徳永外務大臣政務官 11/9〜11/10 11/10	 ウィラチャイ科学技術環境相と会談
11/10	 サーティット首相府相と会談

来 アピシット首相 11/13〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）
往 菊田外務大臣政務官 11/16 11/16	 ワチャラ通商代表と会談

中国 来 楊潔篪外交部長 1/15〜1/17 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）
1/17	 岡田外務大臣と会談

来 唐
と う

家
か

璇
せ ん

新日中友好21
世紀委員会中国側座長

3/10〜3/17 3/11	 江田参議院議長に表敬
3/11	 鳩山総理大臣に表敬

来 王
お う

毅
き

国務院台湾事務弁
公室主任

3/17〜3/21 日中ハイレベル交流
3/17	 岡田外務大臣と会談
3/19	 鳩山総理大臣に表敬

往 西村外務大臣政務官 3/21〜3/23 2010日本青年団訪中代表団総団長
3/22	 	胡

こ

正
せ い

躍
や く

外交部部長助理と会談
3/22	 	劉

りゅう

結
け つ

一
い ち

外交部副部長と会談
往 菅副総理兼財務大臣兼
内閣府特命担当大臣

4/2〜4/4 第3回日中財務対話出席（4/3）
4/3	 温

お ん

家
か

宝
ほ う

国務院総理に表敬
4/3	 李

り

克
こ く

強
きょう

副総理と会談
4/3	 	謝

し ゃ

旭
きょく

人
じ ん

財政部長と会談

274



国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
中国 往 福山外務副大臣 4/9〜4/11 ボアオ・アジア・フォーラム出席（4/10）

4/10	 	曽
そ

培
ば い

炎
え ん

前副総理（ボアオ・アジア・フォーラ
ム副理事長）と会談

4/10	 	王
お う

光
こ う

亜
あ

外交部副部長と会談
4/10	 チュンマリー・ラオス国家主席と会談
4/10	 	ゾリグト・モンゴル鉱物資源・エネルギー相

と会談
往 仙谷国家戦略担当大臣
（総理大臣特使）

4/30〜5/2 上海万博開幕式出席（4/30）
5/1	 	賈

か

慶
け い

林
り ん

中国人民政治協商会議全国委員会主席
と会談

往 福山外務副大臣 4/30〜5/2 上海万博開幕式出席（4/30）
5/1	 	仙谷国家戦略担当大臣と賈慶林中国人民政治

協商会議全国委員会主席との会談に同席
来 温家宝国務院総理 5/30〜6/1 公式実務訪問賓客

5/31	 鳩山総理大臣と会談
5/31	 横路衆議院議長と会談
5/31	 江田参議院議長と会談
6/1	 天皇陛下に謁見

来 楊潔篪外交部長 5/30〜6/1 温家宝国務院総理に同行
5/31	 	鳩山総理大臣と温家宝国務院総理との会談に

同席
往 鳩山前総理大臣
（総理大臣特使）

6/11〜6/13 上海万博ジャパンデー関連行事出席（6/12）
6/12	 	劉

りゅう

延
え ん

東
と う

国務委員と会談
往 前原国土交通大臣 8/21〜8/24 8/24	 	李

り

盛
せ い

霖
り ん

交通運輸部長と会談
8/24	 劉

りゅう

志
し

軍
ぐ ん

鉄道部長と会談
8/24	 李

り

克
こ く

強
きょう

副総理と会談
往 小沢環境大臣 8/26〜8/29 第3回日中ハイレベル経済対話出席（8/28）

8/27	 賈
か

治
ち

邦
ほ う

国家林業局長と会談
8/27	 	周

しゅう

生
せ い

賢
け ん

環境保護部長と会談
8/29	 温家宝国務院総理に表敬

往 岡田外務大臣 8/27〜8/29 第3回日中ハイレベル経済対話出席（8/28）
8/28	 楊潔篪外交部長と会談
8/29	 温家宝国務院総理に表敬

往 山田農林水産大臣 8/27〜8/29 第3回日中ハイレベル経済対話出席（8/28）
8/27	 	韓

か ん

長
ちょう

賦
ふ

農業部長と会談
8/27	 賈

か

治
ち

邦
ほ う

国家林業局長と会談
8/28	 	支

し

樹
じ ゅ

平
へ い

国家質量監督検験検疫総局長と会談
8/29	 温

お ん

家
か

宝
ほ う

国務院総理に表敬
往 自見内閣府特命担当大
臣（金融担当）

8/27〜9/1 第3回日中ハイレベル経済対話出席（8/28）
8/29	 温家宝国務院総理に表敬

往 野田財務大臣 8/28〜8/29 第3回日中ハイレベル経済対話出席（8/28）
8/29	 温家宝国務院総理に表敬

往 直嶋経済産業大臣 8/28〜8/29 第3回日中ハイレベル経済対話出席（8/28）
8/28	 	張

ちょう

平
へ い

国家発展・改革委員会主任と会談
8/28	 陳

ち ん

徳
と く

銘
め い

商務部長と会談
8/28	 	李

り

毅
き

中
ちゅう

工業信息化部長と会談
8/29	 温家宝国務院総理に表敬

往 菊田外務大臣政務官 10/27〜10/29 日本青年上海万博訪問団団長
上海万博会場視察（10/28）

来 唐家璇新日中友好21
世紀委員会中国側座長

10/29〜11/5 新日中友好21世紀委員会第2回会合出席（10/30〜
11/2）
11/2	 菅総理大臣に表敬
11/2	 前原外務大臣に表敬

来 胡
こ

錦
き ん

濤
と う

国家主席及び同
令夫人

11/13〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）
11/13	 菅総理大臣と会談

275外交青書 2011

要人往来

要
人
往
来



国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
中国 来 戴

た い

秉
へ い

国
こ く

国務委員 11/13〜11/14 胡錦濤国家主席に同行
第18回APEC首脳会議同席（11/13〜11/14）

来 楊潔篪外交部長 11/13〜11/14 胡錦濤国家主席に同行
第18回APEC首脳会議同席（11/13〜11/14）
11/13	 	菅総理大臣と胡錦濤国家主席との会談に同席
11/14	 前原外務大臣と会談

ツバル 来 ソポアンガ副首相兼外
相

10/14〜10/16 太平洋・島サミット中間閣僚会合出席（10/16）

トンガ 来 タンギ副首相 10/14〜10/16 太平洋・島サミット中間閣僚会合出席（10/16）
ナウル 来 ケケ外務貿易相 10/14〜10/16 太平洋・島サミット中間閣僚会合出席（10/16）
ニュージーラン
ド

来 キー首相 11/10〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）

来 マカリー外相 11/10〜11/14 キー首相に同行
第18回APEC首脳会議同席（11/13〜11/14）

パキスタン 往 菊田外務大臣政務官 11/13〜11/15 パキスタン開発フォーラム出席（11/14〜11/15）
11/14	 クーンディ下院副議長に表敬
11/15	 ザルダリ大統領に表敬
11/15	 ギラーニ首相に表敬
11/15	 クレーシ外相と会談

バヌアツ 往 西村外務大臣政務官 8/5〜8/6 太平洋諸島フォーラム（PIF）域外国対話出席（8/6）
来 ナタペイ首相 10/14〜10/16 外務省賓客

太平洋・島サミット中間閣僚会合出席（10/16）
10/15	 前原外務大臣と会談

来 ナツマン外相 10/14〜10/16 ナタペイ首相に同行
太平洋・島サミット中間閣僚会合同席（10/16）
10/15	 	前原外務大臣とナタペイ首相との会談に同席

パプアニューギ
ニア

来 ソマレ首相 3/28〜3/31 実務訪問賓客
3/31	 鳩山総理大臣と会談

来 ポリエ副首相 10/14〜10/16 太平洋・島サミット中間閣僚会合出席（10/16）
来 アバル外務貿易相 10/24〜10/27 森林保全と気候変動に関する閣僚会合出席（10/26）

10/26	 前原外務大臣と会談
来 ポリエ外務貿易相 11/11〜11/15 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）

パラオ 来 ヤノ外相 10/14〜10/16 太平洋・島サミット中間閣僚会合出席（10/16）
バングラデシュ 来 ハシナ首相 11/28〜12/1 公式実務訪問賓客

11/29	 菅総理大臣と会談
11/29	 前原外務大臣による表敬
12/1	 天皇陛下に謁見

東ティモール 来 ラモス＝ホルタ大統領 3/14〜3/20 実務訪問賓客
3/15	 天皇陛下と御会見
3/15	 岡田外務大臣による表敬
3/16	 江田参議院議長と会談
3/16	 横路衆議院議長と会談
3/16	 鳩山総理大臣と会談

来 ダ・コスタ外相 3/14〜3/16 ラモス＝ホルタ大統領に同行
経済協力案件に関する署名式（交換公文）出席（3/15）

フィジー 往 西村外務大臣政務官 5/2 5/2	 	クンブアンボラ外務・国際協力・民間航空相
と会談

5/2	 スカナイバル鉱物資源相と会談
5/2	 サウマトュア環境相と会談

来 クンブアンボラ外務・
国際協力・民間航空相

10/14〜10/16 太平洋・島サミット中間閣僚会合出席（10/16）
10/16	 前原外務大臣と会談

フィリピン 来 ロムロ外相 1/15〜1/18 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）
1/17	 岡田外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
フィリピン 往 藤村外務副大臣

（政府特派大使）
6/29〜7/1 大統領就任式出席（6/30）

7/1	 アキノ大統領に表敬
来 アキノ大統領 11/11〜11/15 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）
来 ロムロ外相 11/9〜11/15 アキノ大統領に同行

第22回APEC閣僚会議出席（11/10〜11/11）
ブータン 往 西村外務大臣政務官 4/27〜4/29 第16回南アジア地域協力連合（SAARC）首脳会議出

席（4/27）
4/27	 ワンチュク国王に謁見
4/27	 ティンレイ首相に表敬
4/27	 ナシード・モルディブ大統領に表敬
4/27	 ピーリス・スリランカ外相と会談
4/27	 モニ・バングラデシュ外相と会談
4/27	 王光亜中国外交部副部長と会談
4/28	 カルザイ・アフガニスタン大統領に表敬

来 ティンレイ首相 4/14〜17 4/16	 鳩山総理大臣と会談
ブルネイ 来 モハメッド外務貿易相 1/14〜1/18 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）

来 ボルキア国王陛下 11/12〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）
11/13	 天皇陛下と御会見

ベトナム 来 キエム副首相兼外相 1/15〜1/20 外務省賓客
第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）
1/17	 日越協力委員会第3回会合出席（1/17）

来 ニャン副首相 5/18〜5/22 第16回国際交流会議「アジアの未来」（日本経済新聞社
主催）出席（5/20〜5/21）
5/21	 岡田外務大臣と会談

往 前原国土交通大臣 5/2〜5/4 5/3	 クアン建設相と会談
5/3	 ズン交通運輸相と会談
5/3	 フック計画投資相と会談
5/4	 ハイ副首相と会談

往 仙谷国家戦略担当大臣 5/2〜5/4 5/3	 フック計画投資相と会談
5/4	 ハイ副首相と会談
5/4	 ニャン副首相と会談

往 直嶋経済産業大臣 5/24〜5/26 ASEAN関連経済相会合出席（7/21〜7/24）
8/24	 フォン科学技術相と会談
8/25	 サン共産党書記局常務に表敬
8/25	 ズン首相に表敬
8/25	 フック計画投資相と会談
8/26	 ホアン商工相と会談

往 岡田外務大臣 7/21〜7/24 ASEAN関連外相会議出席（7/21〜7/24）
ASEAN+3外相会議出席（7/21）
東アジア首脳会議（EAS）参加国非公式外相協議出
席（7/21）
第3回日・メコン外相会議出席（7/21）
日・ASEAN外相会議出席（7/22）
第17回ASEAN地域フォーラム（ARF）閣僚会合出
席（7/23）

7/21	 ニャン・ウイン・ミャンマー外相と会談
7/21	 マルティ・インドネシア外相と会談
7/22	 楊潔篪中国外交部長と会談
7/22	 モニ・バングラデシュ外相と会談
7/22	 	ザンダンシャタル・モンゴル外交・貿易相と

会談
7/22	 	ジョージ・ヨー・シンガポール外相と会談
7/22	 柳明桓韓国外交通商部長官と会談
7/22	 クレーシ・パキスタン外相と会談
7/23	 カシット・タイ外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
ベトナム 往 岡田外務大臣 7/21〜7/24 7/23	 クリントン米国国務長官と会談

7/23	 アニファ・マレーシア外相と会談
7/23	 ズン首相に表敬
7/24	 キエム副首相兼外相と会談
7/24	 サン共産党書記局常務に表敬

往 北澤防衛大臣 10/10〜10/11 拡大ASEAN国防相会議出席（10/11）
10/11	 タイン国防相と会談
10/11	 ズン首相に表敬
10/11	 梁光烈中国国防部長と懇談

往 鳩山前総理大臣 10/22〜10/25 10/23	 ズン交通運輸相と会談
10/23	 フォン科学技術相と会談
10/25	 グエン天然資源環境相と会談
10/25	 ホアン商工相と会談
10/25	 サン共産党書記局常務に表敬

往 松本外務副大臣 10/25 鳩山前総理大臣に同行
10/25	 	鳩山総理大臣とグエン天然資源環境相との会

談に同席
10/25	 	鳩山総理大臣とホアン商工相との会談に同席
10/25	 	鳩山総理大臣とサン共産党書記局常務に同席

往 大畠経済産業大臣 10/28〜10/29 10/29	 ホアン商工相と会談
10/29	 フック計画投資相と会談

往 菅総理大臣 10/28〜10/31 ASEAN関連首脳会議出席（10/29〜10/30）
第2回日本・メコン地域諸国首脳会議出席（10/29）
第13回日・ASEAN首脳会議出席（10/29）
第13回ASEAN+3首脳会議出席（10/29）
日中韓首脳会議出席（10/29）
第5回EAS出席（10/30）

10/29	 アキノ・フィリピン大統領と会談
10/30	 	リー・シェンロン・シンガポール首相と会談
10/30	 温家宝中国国務院総理と懇談
10/30	 キー・ニュージーランド首相と会談
10/30	 チエット国家主席に表敬
10/31	 ズン首相と会談
10/31	 マイン共産党書記長に表敬

往 前原外務大臣 10/29〜10/31 菅総理大臣に同行（10/29〜10/30）
10/29	 サン共産党書記局常務に表敬
10/29	 金星煥韓国外交通商部長官と会談
10/29	 カシット・タイ外相と会談
10/29	 楊潔篪中国外交部長と会談
10/30	 ニャン・ウイン・ミャンマー外相と会談
10/30	 キエム副首相兼外相と会談
10/30	 	マッカリー・ニュージーランド外相と会談
10/30	 ロムロ・フィリピン外相と会談

来 チエット国家主席 11/11〜11/15 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）
来 キエム副首相兼外相 11/8〜11/13 第18回APEC首脳会議同席（11/13〜11/14）

マレーシア 来 ナジブ首相 4/18〜4/20 公賓
4/19	 江田参議院議長と会談
4/19	 天皇皇后両陛下に謁見
4/19	 鳩山総理大臣と会談

ミクロネシア 来 ロバート外相 10/14〜10/16 太平洋・島サミット中間閣僚会合出席（10/16）
来 モリ大統領 10/31〜11/6 11/2	 菅総理大臣と会談

11/2	 前原外務大臣による表敬
来 ロバート外相 11/1〜11/6 モリ大統領に同行

11/2	 菅総理大臣とモリ大統領との会談に同席
ミャンマー 来 ニャン・ウイン外相 1/16〜1/17 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
モルディブ 来 ザキ大統領特使 3/8〜3/12 外務省賓客

3/10	 福山外務副大臣と会談
モンゴル 往 岡田外務大臣 8/29〜8/30 8/30	 ザンダンシャタル外交・貿易相と会談

8/30	 バトボルド首相を表敬
8/30	 エルベグドルジ大統領を表敬

来 バトボルド首相 10/2〜10/4 日・モンゴル首脳と日本企業との懇談会出席（10/2）
来 エルベグドルジ大統領
及び同令夫人

11/15〜11/19 公式実務訪問賓客
11/18	 天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐
11/18	 横路衆議院議長と会談
11/18	 江田参議院議長と会談
11/19	 菅総理大臣と会談

来 ザンダンシャタル外
交・貿易相

11/15〜11/19 エルベグドルジ大統領に同行
11/16	 前原外務大臣と会談
11/19	 	菅総理大臣とエルベグドルジ大統領の会談に

同席
来 ボルド国防相 11/15〜11/19 エルベグドルジ大統領に同行

11/19	 	菅総理大臣とエルベグドルジ大統領の会談に
同席

ラオス 来 トンルン副首相兼外相 1/15〜1/17 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）
来 チュンマリー国家主席
兼ラオス人民革命党書
記長及び同令夫人

3/2〜3/6 公式実務訪問賓客
3/2	 岡田外務大臣による表敬
3/3	 天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐
3/4	 横路衆議院議長と会談
3/4	 江田参議院議長と会談
3/4	 鳩山総理大臣と会談

往 秋篠宮殿下及び真子内
親王殿下

3/23〜3/27 御旅行
3/24	 チュンマリー国家主席と御接見

来 ブアソーン首相 5/19〜5/23 第16回国際交流会議「アジアの未来」（日本経済新聞社
主催）出席（5/20〜5/21）
5/20	 岡田外務大臣による表敬
5/20	 鳩山総理大臣と会談
5/21	 皇太子殿下と御接見

来 トンシン国民議会議長 5/24〜5/29 参議院議長招待
5/24	 江田参議院議長と会談
5/24	 横路衆議院議長と会談
5/25	 天皇皇后両陛下に謁見
5/25	 鳩山総理大臣と会談

往 岡田外務大臣 7/24〜7/25 7/24	 トンルン副首相兼外相と会談
7/25	 ブアソーン首相に表敬
7/25	 	チュンマリー国家主席兼ラオス人民革命党書

記長に表敬
往 藤村外務副大臣 9/8 ラオス政府関係者等との意見交換
往 徳永外務大臣政務官 11/7〜11/9 クラスター弾に関する条約第1回締約国会議出席（11/9）

11/8	 ヒエム副外相と会談
11/9	 ソマート公共事業相に表敬
11/9	 シンラヴォン計画投資相に表敬
11/9	 アイデ・ノルウェー副外相と会談
11/9	 トンルン副首相兼外相に表敬

（2）北米
カナダ 往 武正外務副大臣 1/24〜1/25 ハイチに関する閣僚級会合出席（1/25）

1/25	 ラメル英国防省閣外相と会談
1/25	 クシュネール・フランス外相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
カナダ 往 岡田外務大臣 3/29〜3/30 G8ガティノー外相会合出席（3/29〜3/30）

3/29	 キャノン外相と会談
3/29	 クリントン米国国務長官と会談
3/29	 ラヴロフ・ロシア外相と会談
3/30	 	ヴェスターヴェレ・ドイツ外相兼副首相と会談

往 菅総理大臣 6/24〜6/27 G8ムスコカ・サミット出席（6/25〜6/26）
G20トロント・サミット出席（6/26〜6/27）
6/25	 ハーパー首相と会談
6/25	 メルケル・ドイツ首相と会談
6/26	 キャメロン英国首相と会談
6/26	 メドヴェージェフ・ロシア大統領と会談
6/26	 李明博韓国大統領と会談
6/27	 胡錦濤中国国家主席と会談
6/27	 ズン・ベトナム首相と会談
6/27	 シン・インド首相と会談
6/27	 ユドヨノ・インドネシア大統領と会談
6/27	 オバマ米国大統領と会談

往 岡田外務大臣 6/25〜6/27 菅総理大臣に同行
6/26	 	菅総理大臣とメドヴェージェフ・ロシア大統

領との会談に同席
6/27	 	菅総理大臣と胡錦濤中国国家主席との会談に

同席
往 野田財務大臣 6/25〜6/27 菅総理大臣に同行

6/27	 	菅総理大臣と胡錦濤中国国家主席との会談に
同席

往 横路衆議院議長 9/9〜9/11 G8下院議長会議出席（9/10〜9/11）
来 キャノン外相 11/9〜11/12 第22回APEC閣僚会議出席（11/10〜11/11）

11/11	 前原外務大臣と会談
来 ハーパー首相 11/12〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）

11/14	 菅総理大臣と会談
11/14	 天皇皇后両陛下と御夕餐

米国 往 岡田外務大臣 1/12 1/12	 クリントン国務長官と会談
往 西村外務大臣政務官 3/4〜3/6 第54回国連婦人の地位委員会「北京+15」記念会合出

席（3/5）
往 岡田外務大臣 3/28〜3/29 3/29	 ゲイツ国防長官と会談
往 岡田外務大臣 3/30〜3/31 ハイチ支援国会合出席（3/31）

3/31	 潘基文連事務総長と会談
3/31	 アモリン・ブラジル外相と会談
3/31	 モラレス・ドミニカ共和国外相と会談
3/31	 	クラーク国連開発計画（UNDP）総裁と会談

往 鳩山総理大臣 4/12〜4/13 核セキュリティ・サミット出席（4/12〜4/13）
4/12	 ズン・ベトナム首相と会談
4/12	 ルーラ・ブラジル大統領と会談
4/12	 胡錦濤中国国家主席と会談
4/12	 ファン=ロンパイ欧州理事会議長と会談
4/12	 サルコジ・フランス大統領と会談
4/12	 	ナザルバエフ・カザフスタン大統領と会談
4/13	 メドヴェージェフ・ロシア大統領と会談

往 岡田外務大臣 4/15〜4/17 「紛争後の平和構築」に関する国連安保理公開討論出席
（4/16）
4/16	 潘基文国連事務総長と会談
4/16	 ラスール・アフガニスタン外相と会談
4/16	 	アルカライ・ボスニア・ヘルツェゴビナ外相

と会談
往 前原国土交通大臣 4/29〜5/1 4/29	 ラフード運輸長官と会談
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米国 往 原口総務大臣 4/30〜5/4 米国政府及びICT（情報通信技術）関連企業関係者と

の意見交換
往 福山外務副大臣 5/2〜5/6 2010年NPT運用検討会議出席（5/3〜5/4）

5/3	 潘基文国連事務総長と会談
5/3	 	テ・ヒューヒュー・ニュージーランド軍縮・軍

備管理担当相と会談
5/3	 スミス・オーストラリア外相と会談
5/4	 マルティ・インドネシア外相と会談
5/4	 ホイヤー・ドイツ外務省国務相と会談
5/4	 	天野国際原子力機関（IAEA）事務局長と会談

来 クリントン国務長官 5/21 5/21	 岡田外務大臣と会談
5/21	 鳩山総理大臣に表敬

往 北澤防衛大臣 5/24〜5/25 5/25	 ゲイツ国防長官と会談
往 前原国土交通大臣 6/28〜6/30 高速鉄道セミナー出席（6/28）
往 武正外務副大臣 7/13〜7/18 7/13	 スタインバーグ国務副長官と会談

7/13	 	リプスキー国際通貨基金（IMF）副専務理事
と会談

7/14	 ゼーリック世界銀行総裁と会談
7/15	 カールーチ元国防長官と会談
7/15	 マランティス米国次席通商代表と会談

往 自見内閣府特命担当大
臣（金融担当）

8/16〜8/21 8/17	 	バーナンキ連邦準備制度理事会（FRB）議長
と会談

往 藤村外務副大臣 8/19〜8/20 パキスタン洪水被害に関する国連総会特別会合出席
（8/19）
8/19	 クレーシ・パキスタン外相と会談
8/19	 潘基文国連事務総長と会談

往 前原外務大臣 9/21〜9/25 第65回国連総会出席（9/21〜9/25）
MDGsに関するアジア諸国閣僚級非公式会合出席
（9/21）
革新的資金調達に関する非公式会合出席（9/21）
生物多様性ハイレベル会合出席（9/22）
MDGs国連首脳会合ラウンド・テーブル出席（9/22）
日湾岸協力理事会（GCC）戦略対話出席（9/22）
日豪共催核軍縮・不拡散に関する外相会合出席
（9/23）
G8外相会合出席（9/23）
第5回包括的核実験禁止条約（CTBT）フレンズ外相
会合出席（9/23）
ソマリアに関するハイレベル会合出席（9/23）
事務総長主催軍縮会議ハイレベル会合出席（9/24）
第65回国連総会一般討論演説同席（9/24）
安保理改革G4外相会合出席（9/24）
気候変動に関する非公式閣僚級会合出席（9/25）
9/21	 シコルスキ・ポーランド外相と会談
9/21	 ラス－ル・アフガニスタン外相と会談
9/22	 エスピノーザ・メキシコ外相と会談
9/22	 クレーシ・パキスタン外相と会談
9/22	 	申

シ ン ・ ガ ク ス

珏秀韓国外交通商部長官代行と会談
9/22	 	ヌコアナ＝マシャバネ南アフリカ国際関係・

協力相と会談
9/22	 	アシュトンEU外務・安全保障政策上級代表

と会談
9/22	 ダーヴトオール・トルコ外相と会談
9/23	 クリントン国務長官と会談
9/23	 オルギン・コロンビア外相と会談
9/23	 ニョン・セネガル外相と会談
9/23	 	菅総理大臣とオバマ大統領との会談に同席
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
米国 往 前原外務大臣 9/21〜9/25 9/24	 ヘーグ英国外相と会談

9/24	 	サウダバエフ・カザフスタン国務長官兼外相
と会談

9/24	 アブダッラー・アラブ首長国連邦外相と会談
9/24	 ストーレ・ノルウェー外相と会談
9/24	 エイベ・エイシ・カメルーン外相と会談
9/24	 アモリン・ブラジル外相と会談
9/25	 潘基文国連事務総長と会談

往 菅総理大臣 9/22〜9/24 第65回国連総会出席（9/22〜9/24）
ミレニアム開発目標（MDGs）国連首脳会合全体会
合出席（9/22）
安保理首脳会合出席（9/23）
小島嶼国開発ハイレベル会合出席（9/24）
一般討論演説を実施（9/24）
9/22	 ラフモン・ダジキスタン大統領と会談
9/23	 ダイス第65回国連総会議長と会談
9/23	 オバマ大統領と会談
9/24	 バトボルド・モンゴル首相と会談
9/24	 潘基文国連事務総長と会談

往 伴野外務副大臣 10/4〜10/5 世界エイズ・結核・マラリア対策基金第3次増資会合
出席（10/4〜10/5）

往 菊田外務大臣政務官 10/25〜10/26 女性・平和・安全に関する安保理閣僚級公開討論出席
（10/26）

往 前原外務大臣 10/27 10/27	 クリントン国務長官と会談
来 イノウエ上院仮議長 11/9〜11/13 11/10	 菅総理大臣に表敬

11/12	 前原外務大臣に表敬
来 オバマ大統領 11/12〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）

11/13	 菅総理大臣と会談
往 松本外務副大臣 11/15〜11/16 スーダンに関する国連安保理閣僚級会合出席（11/16）

11/16	 パトリオッタ・ブラジル副外相と会談
11/16	 ダイス第65回国連総会議長と会談

往 前原外務大臣 12/6〜12/7 日米韓外相会合出席（12/6）
12/6	 クリントン国務長官と会談
12/6	 金星煥韓国外交通商部長官と会談

往 徳永外務大臣政務官 12/14〜12/16 イラク情勢に関する安保理ハイ･レベル会合出席（12/15）
12/15	 ズィバーリー・イラク外相と会談
12/15	 	アルカライ・ボスニア・ヘルツェゴビナ外相

と会談

（3）中南米
アルゼンチン 来 タイアナ外務・国際通

商・宗務相
1/14〜1/17 外務省賓客

第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）
1/15	 岡田外務大臣と会談

エクアドル 往 内藤総務副大臣
（総理大臣特使）

3/25〜3/26 地上デジタルテレビ放送ISDB-T（日本）方式導入に係
る当局間覚書署名（3/26）
3/26	 パティーニョ外務・通商・統合相と会談
3/26	 モレーノ副大統領と会談

来 コレア大統領 9/5〜9/8 実務訪問賓客
9/6	 天皇陛下と御会見
9/6	 菅総理大臣と会談
9/6	 西岡参議院議長と会談

来 パティーニョ外務・通
商・統合相

9/5〜9/8 コレア大統領に同行
9/6	 岡田外務大臣と会談

エルサルバドル 来 マルティネス外相 1/15〜1/18 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）
日・中米外相会合出席（1/17）
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
エルサルバドル 往 武正外務副大臣 5/5〜5/7 5/6	 フネス大統領に表敬

5/6	 マルティネス外相に表敬
5/6	 マルティネス公共事業相と会談

ガイアナ 来 ロドリゲス＝バーケッ
ト外務・対外貿易・国
際協力相	

9/1〜9/4 第2回日・カリコム外相会議出席（9/2）
9/1	 岡田外務大臣と会談

キューバ 往 赤松農林水産大臣 5/2〜5/4 5/3	 カブリサス閣僚評議会副議長と会談
5/3	 ロサレス農業相と会談
5/3	 コンセプシオン食料産業相と会談
5/4	 	マルミエルカ外国貿易・外国投資相と会談
5/4	 	ベントゥーラ国家評議会第一副議長と会談
5/4	 ラウル・カストロ国家評議会議長に表敬

グアテマラ 来 コロン大統領 10/20〜10/23 実務訪問賓客
10/22	 天皇陛下と御会見
10/22	 菅総理大臣と会談

来 ロダス外相 10/20〜10/23 コロン大統領に同行
往 山花外務大臣政務官 12/12〜12/14 12/13	 コロン大統領と会談

12/13	 ロダス外相と会談
グレナダ 来 デービッド外相 8/31〜9/4 第2回日・カリコム外相会議出席（9/2）

9/1	 岡田外務大臣と会談
コスタリカ 来 スターニョ外相 1/15〜1/17 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）

日・中米外相会合出席（1/17）
往 武正外務副大臣
（政府特派大使）

5/7〜5/8 大統領就任式出席（5/8）
5/7	 チンチージャ大統領に表敬

来 カストロ外相 9/12〜9/15 9/15	 岡田外務大臣と会談
コロンビア 来 ベルムデス外相 1/14〜1/17 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）

1/17	 岡田外務大臣と会談
往 赤松農林水産大臣 5/4〜5/6 5/5	 ウリベ大統領と会談

5/5	 フェルナンデス農業相と会談
5/5	 プラタ商工観光相と会談

往 吉良外務大臣政務官
（政府特派大使）

8/6〜8/8 大統領就任式出席（8/7）
8/7	 モレノ・チリ外相と会談
8/7	 	ガルシア・ベラウンデ・ペルー外相と会談
8/8	 サントス大統領に表敬

ジャマイカ 往 武正外務副大臣 5/3〜5/4 5/4	 	ロビンソン外務・外国貿易担当国務相と会談
5/4	 チャン水・住宅相と会談

来 ボー副首相兼外務・外
国貿易相

8/29〜9/4 外務省賓客
第2回日・カリコム外相会議出席（9/2）
8/31	 岡田外務大臣と会談
9/1	 横路衆議院議長と会談
9/3	 秋篠宮同妃両殿下と御接見

セントビンセン
ト

来 ストレーカー副首相兼
外務・商業・貿易相

8/31〜9/4 第2回日・カリコム外相会議出席（9/2）
9/1	 岡田外務大臣との会談

セントルシア 往 武正外務副大臣 5/1〜5/3 5/2	 キング首相に表敬
5/3	 	ブースケイ外務・国際貿易・投資相と会談

来 ブースケイ外務・国際
貿易・投資相

9/1〜9/2 第2回日・カリコム外相会議出席（9/2）
9/1	 岡田外務大臣との会談

チリ 往 吉良外務大臣政務官
（政府特派大使）

3/10〜3/12 大統領就任式出席（3/11）
3/10	 ピニェラ次期大統領に表敬
3/10	 バチェレ大統領に表敬
3/12	 ゴルボーン鉱業相と会談

来 モレノ外相 4/25〜4/28 4/26	 鳩山総理大臣に表敬
4/26	 岡田外務大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
チリ 来 モレノ外相 11/9〜11/15 第22回APEC閣僚会議出席（11/10〜11/11）

11/11	 前原外務大臣と会談
来 ピニェラ大統領 11/12〜11/15 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）

11/14	 菅総理大臣と会談
トリニダード・
トバゴ

来 ランバチャン外相 8/30〜9/2 第2回日・カリコム外相会議出席（9/2）
9/1	 岡田外務大臣と会談

往 山花外務大臣政務官 12/14〜12/16 12/15	 ランバチャン外相と会談
ニカラグア 来 サントス外相 1/14〜1/20 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）

日・中米外相会合出席（1/17）
11/19	 横路衆議院議長に表敬

ハイチ 往 岡田外務大臣 3/20 3/20	 プレヴァル大統領と会談
3/20	 ベルリーヴ首相と会談
3/20	 レ外相と会談
3/20	 	ミュレ国連ハイチ安定化ミッション（MINUSTAH）

事務総長特別代表代行と会談
パナマ 来 バレーラ副大統領兼外

相
1/15〜1/19 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）

日・中米外相会合出席（1/17）
1/17	 岡田外務大臣と会談

往 武正外務副大臣 5/4〜5/5 5/5	 バレーラ副大統領兼外相と会談
パラグアイ 来 ラコニャタ外相 1/15〜1/20 外務省賓客

第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）
1/18	 岡田外務大臣と会談

バルバドス 来 マクリーン外務・外国
貿易相

8/31〜9/4 第2回日・カリコム外相会議出席（9/2）
9/1	 岡田外務大臣と会談

ブラジル 往 吉良外務大臣政務官 1/19〜1/21 1/20	 アレンカール副大統領に表敬
1/20	 アモリン外相と会談

往 小沢環境大臣 7/18〜7/22 7/20	 テイシェイラ環境相と会談
ベネズエラ 往 武正外務副大臣 4/29〜5/1 4/30	 アリ・ロドリゲス電力相と会談
ベリーズ 来 エルリントン外務・外

国貿易相
8/31〜9/3 第2回日・カリコム外相会議出席（9/2）

9/1	 岡田外務大臣と会談
来 ヴェガ副首相兼天然資
源・環境相

10/27 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/27）

ペルー 往 吉良外務大臣政務官 3/9〜3/10 3/9	 ガルシア・ベラウンデ外相と会談
3/9	 アラオス経済財政相と会談

来 ガルシア大統領 11/12〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）
11/14	 菅総理大臣と会談

ボリビア 往 吉良外務大臣政務官
（政府特派大使）

1/21〜1/24 大統領就任式出席（1/22）
1/22	 チョケワンカ外相と会談
1/23	 モラレス大統領と会談
1/23	 ゴメス鉱業冶金相と会談

来 モラレス大統領 12/7〜12/8 公式実務訪問賓客
12/8	 天皇陛下と御会見・宮中午餐
12/8	 菅総理大臣と会談

メキシコ 来 エスピノサ外相 1/15〜1/17 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）
1/17	 岡田外務大臣と会談

来 カルデロン大統領及び
同令夫人

1/31〜2/2 公式実務訪問賓客
2/1	 天皇皇后両陛下と御会見・午餐
2/1	 鳩山総理大臣と会談
2/1	 江田参議院議長と会談
2/2	 横路衆議院議長と会談

来 エスピノサ外相 1/31〜2/2 カルデロン大統領に同行
2/1	 岡田外務大臣と会談
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メキシコ 往 直嶋経済産業大臣 3/30〜3/31 第12回国際エネルギー・フォーラム（IEF）閣僚級会合

出席（3/30〜3/31）
3/30	 	パヴラク・ポーランド副首相兼経済相と会談
3/30	 	ナイミ・サウジアラビア石油・鉱物資源相と

会談
3/30	 	ブラウンリー・ニュージーランド経済開発相

兼エネルギー資源相と会談
3/31	 	モハメッド・ブルネイ・エネルギー相と会談
3/31	 	ケッセル・エネルギー相と会談

往 武正外務副大臣 3/30〜3/31 第12回国際エネルギー・フォーラム（IEF）閣僚級会合
出席（3/30〜3/31）
3/30	 	エル・バドリ石油輸出国機構（OPEC）事務

局長と会談
3/30	 	田中世界エネルギー機関（IEA）事務局長と

会談
3/30	 	ファン・デル・フーフェン・オランダ経済相

と会談
3/31	 	ヴァスコンセロス・アンゴラ石油相と会談
3/31	 	モハメッド・ブルネイ・エネルギー相と会談
3/31	 	ユルドゥズ・トルコ・エネルギー天然資源相

と会談
往 赤松農林水産大臣 4/30〜5/2 5/1	 マジョルガ農牧相と会談
来 エスピノサ外相 7/5〜7/6 7/5	 岡田外務大臣と会談
往 小沢環境大臣 7/21〜7/22 気候変動に関する非公式会合（メキシコ政府主催）出

席（7/22）
7/21	 エスピノサ外相と会談
7/22	 エルビラ環境相と会談

往 横路衆議院議長 9/6〜9/8 9/7	 ラミレス下院議長と会談
来 カルデロン大統領及び
同令夫人

11/12〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）

来 エスピノサ外相 11/9〜11/10 第22回APEC閣僚会合出席（11/10〜11/11）
来 エスピノサ外相 11/12〜11/14 第18回APEC首脳会議同席（11/13〜11/14）

11/14	 前原外務大臣と会談
往 松本環境大臣 12/5〜12/11 国連気候変動枠組条約第16回締約国会議出席（12/5

〜12/11）
12/6	 モレワ・南アフリカ環境相と会談
12/6	 エスピノサ・メキシコ外相と会談
12/7	 	グローサー・ニュー・ジーランド貿易相及び

スミス・ニュー・ジーランド環境相と会談
12/7	 コンベ・オーストラリア気候変動相と会談
12/7	 	トーマス・グレナダ首相及びフッド・グレナ

ダ外務相と会談
12/7	 解

か い

振
し ん

華
か

中国国家発展改革委員会副主任と会談
12/7	 	ヘデゴー気候行動担当欧州委員及びスコーヴ

リーグ・ベルギー環境自然文化相と会談
12/8	 ベアード・カナダ環境相と会談
12/8	 ラメシュ・インド環境・森林相と会談
12/9	 李

イ マ ニ

萬儀韓国環境部長官と会談
12/10	 	ジョゼ・コンゴ民主共和国環境相、ラフマニ・

アルジェリア環境相及びサンガレ・マリ環境
相と会談

往 山花外務大臣政務官 12/6〜12/12 国連気候変動枠組条約第16回締約国会議出席（12/6
〜12/10）
12/8	 ハッタ・インドネシア環境相と会談
12/8	 	チャン・ホン・ハ・ベトナム天然資源環境副

大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
メキシコ 往 山花外務大臣政務官 12/6〜12/12 12/9	 	フリース・デンマーク気候・エネルギー相と

会談
12/9	 イリヤーニ・イエメン水・環境相と会談
12/9	 プレスティジャコモ・イタリア環境相と会談
12/9	 モレレキ・レソト天然資源相と会談
12/9	 	クントロ・インドネシアREDD+タスクフォー

ス長と会談
12/10	 ケンペン・ラオス水資源環境相と会談
12/10	 ベスード・コロンビア環境相と会談

（4）欧州
アイスランド 来 スカルプヘイジンソン

外務貿易相
11/13〜11/18 11/17	 前原外務大臣と会談

アイルランド 往 真子内親王殿下 7/4〜8/14 御旅行（国際基督教大学海外英語研修プログラム御参
加）
7/12	 マッカリース大統領と御接見

イタリア 往 皇太子殿下 3/13〜3/14 お立ち寄り
3/14	 ナポリターノ大統領と御接見

英国 往 福山外務副大臣 1/27〜1/28 アフガニスタン国際会議出席（1/28）
イエメン国際会議出席（1/27）
1/28	 	ラドック・エネルギー・気候変動閣外相と会

談
1/28	 ルイス外務閣外相と会談

来 ヘーグ外相 7/15〜7/16 7/15	 菅総理大臣に表敬
7/15	 岡田外務大臣と会談

エストニア 来 アンシプ首相 2/13〜2/17 実務訪問賓客
2/15	 鳩山総理大臣と会談

オランダ 来 ウィレム・アレキサン
ダー皇太子殿下

9/13〜9/15 「朝日地球環境フォーラム2010」（朝日新聞社主催）御
出席（9/13〜9/14）
9/13	 天皇皇后両陛下と御会見・御夕餐
9/14	 秋篠宮同妃両殿下と御接見
9/14	 皇太子殿下と御接見

クロアチア 来 ベビッチ議会議長 4/12〜4/17 参議院議長招待
4/12	 江田参議院議長と会談

来 ヤンドロコビッチ外
務・欧州統合相

9/8〜9/10 外務省賓客
9/8	 西岡参議院議長と会談
9/8	 岡田外務大臣と会談

スイス 往 赤松農林水産大臣 1/29〜1/31 世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合出席（1/30）
往 直嶋経済産業大臣 1/29〜1/31 世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合出席（1/30）
往 西村外務大臣政務官 3/3〜3/4 第13回国連人権理事会出席（3/3）

ジュネーブ軍縮会議（CD）出席（3/4）
往 伴野外務副大臣 11/19 11/19	 カルミ＝レ副大統領兼外相と会談

スウェーデン 来 ヴェステルベリ国会議
長

5/9〜5/12 衆議院議長招待
5/10	 横路衆議院議長と会談
5/10	 江田参議院議長と会談
5/10	 鳩山総理大臣と会談
5/11	 天皇陛下に謁見

往 皇太子殿下 6/17〜6/20 ヴィクトリア皇太子殿下結婚式御参列（6/19）
スウェーデン国王王妃両陛下主催レセプション御臨席
（6/18）

スペイン 来 サパテロ首相 8/31〜9/2 公式実務訪問賓客
9/1	 菅総理大臣と会談
9/1	 天皇陛下に謁見

来 モラティノス外相 8/31〜9/2 サパテロ首相に同行
9/1	 岡田外務大臣と会談
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デンマーク 来 ラスムセン首相 3/7〜3/10 実務訪問賓客

3/8	 鳩山総理大臣と会談
ドイツ 来 ヴェスターヴェレ外相

兼副首相
1/14〜1/15 1/14	 岡田外務大臣と会談

1/14	 鳩山総理大臣に表敬
往 武正外務副大臣 2/5〜2/7 第46回ミュンヘン安全保障会議出席（2/5〜2/7）

2/5	 ポロシェンコ・ウクライナ外相に表敬
2/6	 天野IAEA事務局長に表敬
2/6	 パエト・エストニア外相に表敬
2/6	 ホイヤー外務省国務相に表敬
2/6	 エインズワース英国国防相に表敬
2/6	 モラテノス・スペイン外相に表敬
2/6	 ボルド・モンゴル国防相に表敬
2/6	 	ユクネビチエーネ・リトアニア国防相兼外相

代行に表敬
2/6	 	カーン・パキスタン外務担当国務相に表敬
2/6	 ムラディノフ・ブルガリア外相に表敬
2/6	 ビルト・スウェーデン外相に表敬
2/6	 ミロショスキー・マケドニア外相に表敬
2/6	 アヤロン・イスラエル副外相に表敬
2/7	 	リエクスティンシュ・ラトビア外相に表敬
2/7	 ライチャーク・スロバキア外相に表敬

往 小沢環境大臣 5/2〜5/3 ペータースブルク気候対話出席（5/2〜5/3）
5/3	 中国国家発展改革委員会副主任と会談
5/3	 ヘデゴー気候行動担当欧州委員と会談

往 岡田外務大臣 9/7 9/7	 ヴェスターヴェレ外相兼副首相と会談
9/7	 ヴルフ大統領に表敬

ノルウェー 往 福山外務副大臣 5/26〜5/27 気候と森林に関するオスロ会議出席（5/27）
5/26	 ソールハイム環境開発援助相と会談
5/26	 ラーンステイン副外相と会談
5/26	 エルビラ・メキシコ環境天然資源相と会談
5/27	 エンドゥンド・コンゴ民主共和国環境相と会談
5/27	 ニー・ベトナム副農業農村開発相と会談
5/27	 	ボルロー・フランス・エコロジー持続可能な

開発・海洋相と会談
5/27	 	バーカー英国エネルギー気候変動担当閣外相

と会談
5/27	 マレス・カンボジア環境相と会談
5/27	 ソマレ・パプアニューギニア首相と会談

フィンランド 往 高円宮妃殿下 6/30〜7/5 「日本・フィンランド計画（2007〜2011年）」名誉総裁
として御訪問
7/5	 ハロネン大統領に御接見

フランス 来 クシュネール外務・欧
州問題相

3/18〜3/19 3/18	 鳩山総理大臣に表敬
3/18	 岡田外務大臣と会談

来 フィヨン首相 7/15〜7/16 7/16	 菅総理大臣と会談
7/16	 岡田外務大臣による表敬

往 西村外務大臣政務官 8/31〜9/1 開発のための国際金融取引に関するタスクフォース閣僚
級会合出席（9/1）
9/1	 クシュネール外相と会談

往 武正外務副大臣 5/27〜5/28 第49回経済協力開発機構（OECD）閣僚理事会出席
（5/27〜5/28）
WTO非公式閣僚会合出席（5/27）
5/27	 デ・グフト貿易担当欧州委員と会談
5/27	 クローサー・ニュージーランド貿易相と会談
5/27	 ラミーWTO事務局長と会談
5/28	 グリーン・オーストラリア貿易相と会談
5/28	 モレノ・チリ財務相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
フランス 往 武正外務副大臣 5/27〜5/28 5/28	 ラガルド経済・財政・雇用相と会談

5/28	 グリアOECD事務総長と会談
往 直嶋経済産業大臣 5/27〜5/28 第49回OECD閣僚理事会出席（5/27〜5/28）

WTO非公式閣僚会合出席（5/27）
5/27	 グリアOECD事務総長と会談
5/27	 ラミーWTO事務局長と会談
5/27	 	ダ・シルバ・ポルトガル経済革新開発相と会

談
5/28	 ラガルド経済・財政・雇用相と会談
5/28	 デ・グフト貿易担当欧州委員と会談

ベルギー 来 レテルメ首相 4/7 4/7	 鳩山総理大臣と会談
来 ファンアッケレ副首相
兼外相

4/7 レテルメ首相に同行
4/7	 岡田外務大臣と会談

往 菅総理大臣 10/3〜10/4 アジア欧州会合（ASEM）第8回首脳会合出席（10/4）
10/4	 ギラード・オーストラリア首相と会談
10/4	 李明博韓国大統領と会談
10/4	 ズン・ベトナム首相と会談
10/4	 メルケル・ドイツ首相と会談
10/4	 サルコジ・フランス大統領と会談
10/4	 	ファン=ロンパイ欧州理事会議長及びバロー

ゾ欧州委員会委員長と会談
10/4	 温家宝中国国務院総理と懇談

ポーランド 来 ボルセヴィッチ上院議
長

3/15〜3/20 参議院議長招待
3/15	 江田参議院議長と会談
3/15	 横路衆議院議長と会談
3/15	 鳩山総理大臣に表敬
3/16	 岡田外務大臣と会談
3/17	 天皇陛下に謁見

ポルトガル 往 伴野外務副大臣 11/19〜11/21 北大西洋条約機構（NATO）首脳会合出席（11/20）
日ポルトガル150周年記念行事に出席（11/20）
11/20	 ロルティー副外相と会談
11/20	 ドゥルツァス・ギリシャ外相と会談

モナコ 往 常陸宮同妃両殿下 7/8〜7/15 日本展「京都・東京：サムライからマンガまで」開会式
御参加（7/13）
7/13	 アルベール2世公殿下と御接見

来 アルベール2世公殿下
及び同婚約者シャル
レーヌ・ウィットストッ
ク嬢

10/27〜11/1 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/27〜10/29	）
10/30	 常陸宮同妃両殿下と御接見
11/1	 天皇皇后両陛下と御昼餐

リトアニア 来 アジュバリス外相 11/3〜11/5 11/4	 前原外務大臣と会談
ルーマニア 来 バセスク大統領及び同

令夫人
3/9〜3/11 公式実務訪問賓客

3/10	 天皇皇后両陛下と御会見・宮中午餐
3/10	 横路衆議院議長と会談
3/10	 江田参議院議長と会談
3/10	 鳩山総理大臣と会談

ルクセンブルク 来 ユンカー首相 5/19〜5/20 5/19	 鳩山総理大臣と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス
ウズベキスタン 往 菅副総理兼財務大臣 5/1〜5/4 第43回アジア開発銀行年次総会出席（5/3）

5/1	 アジモフ第一副首相兼財務相と会談
5/3	 カリモフ大統領に表敬

往 岡田外務大臣 8/7〜8/9 「中央アジア＋日本」対話第3回外相会合出席（8/7）
8/7	 ノロフ外相と会談
8/7	 ザリフィ・タジキスタン外相と会談
8/8	 カザクバエフ・キルギス外相と会談
8/8	 カリモフ大統領に表敬

来 ソビロフ上院議長 12/10〜12/15 参議院招待
12/13	 西岡参議院議長と会談
12/13	 横路衆議院議長と会談
12/15	 菅総理大臣と会談

カザフスタン 来 サウダバエフ国務長官
兼外相

3/23〜3/25 外務省賓客
3/23	 鳩山総理大臣に表敬
3/24	 岡田外務大臣と会談
3/24	 江田参議院議長に表敬
3/24	 横路衆議院議長に表敬

往 岡田外務大臣 8/9〜8/10 8/9	 サウダバエフ国務長官兼外相と会談
8/10	 ナザルバエフ大統領に表敬
8/10	 マシモフ首相に表敬

来 ムハメジャノフ下院議
長

11/21〜11/26 衆議院議長招待
11/25	 菅総理大臣と会談
11/25	 横路衆議院議長と会談
11/25	 西岡参議院議長と会談

往 伴野外務副大臣 12/1〜12/2 欧州安全保障協力機構（OSCE）首脳会合出席（12/1
〜12/2）
12/1	 	オトゥンバエヴァ・キルギス大統領に表敬
12/1	 エスパーセン・デンマーク外相と会談
12/1	 	アッセルボルン・ルクセンブルク副首相兼外

相と会談
12/2	 ボージ・マルタ副首相兼外相と会談
12/2	 	イセケシェフ副首相兼産業新技術相と会談

グルジア 来 ヴァシャッゼ外相 3/9〜3/13 3/11	 岡田外務大臣と会談
トルクメニスタ
ン

来 ヌルベルディエヴァ国
会議長

1/26〜1/30 オピニオンリーダー・招待
1/27	 江田参議院議長と会談
1/27	 横路衆議院議長と会談

往 伴野外務副大臣 11/29〜30 第9回日本トルクメニスタン経済合同会議出席（11/29）
11/29	 メレドフ副首相兼外相と会談
11/29	 ホジャムハメドフ副首相と会談

ロシア 往 西村外務大臣政務官 3/18〜3/21 ロシア極東退役原子力潜水艦解体協力事業「希望の星」
完了行事出席（3/20）

来 ナルィシュキン大統領
府長官

4/13〜4/15 4/13	 岡田外務大臣と会談

来 イシャーエフ極東連邦
管区大統領全権代表

4/19〜4/23 4/20	 鳩山総理大臣に表敬

来 フリステンコ産業貿易
相

4/27〜4/29 4/27	 	岡田外務大臣と会談（貿易経済に関する日露
政府間委員会共同議長間会合）

往 武正外務副大臣 9/2〜9/3 ロシア政府関係者等との会談
往 徳永外務大臣政務官 9/5〜9/7 第6回バイカル経済フォーラム出席（9/17）

9/7	 オルロヴァ連邦院副議長と会談
9/7	 レヴィチン運輸相と会談

往 鳩山前総理大臣
（総理大臣特使）

9/8〜9/11 第2回世界政策フォーラム出席（9/9〜9/10）
9/10	 メドヴェージェフ大統領と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
ロシア 来 メドヴェージェフ大統

領
11/12〜11/14 第18回APEC首脳会議出席（11/13〜11/14）

11/13	 菅総理大臣と会談
来 ラヴロフ外相 11/12〜11/14 メドヴェージェフ大統領に同行

第18回APEC首脳会議同席（11/13〜11/14）
11/13	 前原外務大臣と会談

来 ナルィシュキン大統領
府長官

12/9〜12/10 12/9	 菅総理大臣に表敬

（6）中東と北アフリカ
アフガニスタン 来 ラヒーミー農業灌漑牧

畜相
3/1〜3/6 3/3	 岡田外務大臣と会談

来 カルザイ大統領 6/16〜6/20 実務訪問賓客
6/17	 天皇陛下と御会見
6/17	 岡田外務大臣による表敬
6/17	 菅総理大臣と会談
6/18	 横路衆議院議長と会談

来 ラスール外相 6/16〜6/20 カルザイ大統領に同行
6/18	 岡田外務大臣と会談

往 岡田外務大臣 7/20 カブール国際会議出席（7/20）
7/20	 カルザイ大統領に表敬
7/20	 クシュネール・フランス外相と会談

アルジェリア 往 前原外務大臣 12/12〜12/13 12/13	 ブーテフリカ大統領に表敬
12/13	 メデルチ外相と会談

イエメン 来 ムジャッワル首相 10/27 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/27）

来 カルビー外相 10/31〜11/5 外務省賓客
11/1	 前原外務大臣と会談

イスラエル 来 リーベルマン副首相兼
外相

5/10〜5/13 外務省賓客
5/11	 鳩山総理大臣に表敬
5/11	 岡田外務大臣と会談

往 武正外務副大臣 8/29〜8/30 8/29	 リーベルマン副首相兼外相と会談
8/30	 アヤロン副外相と会談

イラン 来 モッタキ外相 5/30〜5/31 5/31	 岡田外務大臣と会談
来 ラリジャニ国会議長 2/23〜2/27 衆議院議長招待

2/24	 鳩山総理大臣と会談
2/24	 岡田外務大臣による表敬
2/24	 横路衆議院議長と会談

エジプト 往 武正外務副大臣 8/31〜9/2 9/1	 アブルナガ国際協力相と会談
カタール 来 アティーヤ副首相兼エ

ネルギー工業相
9/26〜10/3 日・カタール合同経済委員会第5回会合出席（9/30）

クウェート 来 ムハンマド副首相兼外
相

6/2〜6/3 外務省賓客
6/2	 鳩山総理大臣に表敬
6/2	 岡田外務大臣と会談

来 フレイジ首長府顧問
（首長特使）

12/12〜12/14 政府関係者等との意見交換

チュニジア 往 前原外務大臣 12/10〜12/12 第2回日本・アラブ経済フォーラム出席（12/11〜
12/12）
日・マグレブ諸国閣僚懇談会出席（12/11）
12/11	 ベン・アリ大統領に表敬
12/11	 ガンヌーシ首相に表敬
12/11	 モルジャン外相と会談
12/12	 ムーサ・アラブ連盟事務総長と会談
12/11	 ヒラール・エジプト高等教育相と会談
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チュニジア 往 大畠経済産業大臣 12/10〜12/12 第2回日本・アラブ経済フォーラム出席（12/11〜12）

日・マグレブ諸国閣僚懇談会出席（12/11）
12/10	 ムーサ・アラブ連盟事務総長と会談
12/10	 ジュイニ開発・国際協力相と会談
12/11	 ベン・アリ大統領に表敬
12/11	 ガンヌーシ首相に表敬
12/11	 シェルビ工業・テクノロジー相と会談

トルコ 往 岡田外務大臣 1/3〜1/4 「2010年トルコにおける日本年」オープニング式典出席
（1/4）
1/4	 ギュル大統領に表敬
1/4	 ダーヴトオール外相と会談

往 寬仁親王殿下 5/1〜5/4 「2010年トルコにおける日本年」友好祝賀式典御臨席
（5/3）

往 寬仁親王殿下及び彬子
女王殿下

7/7〜7/11 カマン・カレホユック考古学博物館及びアナトリア考古
学研究所の落成式御臨席（7/10）

往 横路衆議院議長 7/21〜7/23 7/22	 シャーヒン国会議長と会談
7/22	 エルドアン首相と会談
7/23	 ギュル大統領と会談

往 徳永外務大臣政務官 11/2〜11/3 第4回アフガニスタン地域経済協力会議（RECCAⅣ）
出席（11/3）
11/3	 ダーヴトオール外相と会談
11/3	 ラスール・アフガニスタン外相と会談

往 伴野外務副大臣 12/2〜12/3 「原爆展」視察（12/3）
ボスポラス海峡横断鉄道整備事業視察（12/3）

来 シャーヒン大国民議会
議長

10/18〜10/22 10/21	 天皇陛下に謁見
10/21	 菅総理大臣と会談
10/21	 横路衆議院議長と会談
10/21	 西岡参議院議長と会談

（パレスチナ） 往 武正外務副大臣 8/29〜8/30 8/29	 マーリキ外務庁長官と会談
8/29	 ファイヤード首相と会談

来 アッバース大統領 2/7〜2/10 2/8	 鳩山総理大臣と会談
2/9	 岡田外務大臣による表敬
2/9	 横路衆議院議長と会談

来 ファイヤード首相 11/23〜11/26 11/24	 菅総理大臣と会談
11/24	 前原外務大臣による表敬
11/25	 横路衆議院議長と会談

ヨルダン 来 アブドッラー国王陛下 3/29〜4/2 4/2	 天皇皇后両陛下と御会見・御昼餐
4/2	 鳩山総理大臣と会談

往 武正外務副大臣 8/30〜8/31 8/31	 アリー外相臨時代理と会談
8/31	 リファーイ首相に表敬

来 リファーイ首相 10/12〜10/14 10/12	 菅総理大臣と会談
10/14	 横路衆議院議長と会談

レバノン 往 徳永外務大臣政務官 11/3〜11/4 11/4	 スレイマン大統領に表敬
11/4	 ハリーリ首相に表敬
11/4	 アッシャーミー外相と会談

（7）アフリカ
アルジェリア 往 前原外務大臣 12/12〜12/13 12/13	 メデルチ外相と会談

12/13	 ブーテフリカ大統領と会談
アンゴラ 往 藤村外務副大臣 8/29〜8/31 南部アフリカ貿易・投資促進官民合同ミッション

8/30	 ガンボア協力長官と会談
8/30	 ダヴィッド地質鉱山・工業相と会談
8/30	 ロペス財務相と会談
8/30	 ジュニオール経済調整相と会談
8/30	 ヴァスコンセーロス石油相と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
アンゴラ 往 藤村外務副大臣 8/29〜8/31 8/30	 ロッシャ通信・情報技術相と会談

8/31	 フェイジョー官房長官と会談
ウガンダ 往 西村外務大臣政務官 7/21〜7/23 第17回アフリカ連合（AU）閣僚執行理事会出席

（7/22）
7/22	 クテサ外相と会談
7/22	 	ユスフ・ソマリア暫定政府「外相」と会談
7/22	 ユスフ・ジブチ外相と会談
7/22	 バングーラ・シエラレオネ外相と会談
7/22	 	ガンバリ・ダルフール担当国連AU共同特別

代表と会談
エチオピア 往 福山外務副大臣 1/29〜1/30 第16回AU閣僚執行理事会出席（1/29）

1/29	 ピンAU委員長と会談
1/29	 	ムシキワボ・ルワンダ外務・協力相と会談
1/29	 クテサ・ウガンダ外相と会談
1/29	 ユスフ・ジブチ外相と会談
1/29	 	ヨダ・ブルキナファソ外務・域内協力相と会談
1/29	 	ムンベンゲグウィ・ジンバブエ外相と会談

ガーナ 往 皇太子殿下 3/7〜3/10 野口英世アフリカ賞記念シンポジウム御臨席（3/9）
3/8	 ミルズ大統領と御接見

来 ミルズ大統領 9/29〜10/2 公式実務訪問賓客
9/29	 菅総理大臣と会談
9/30	 天皇陛下と御会見・宮中午餐

ガボン 来 ボンゴ大統領及び同令
夫人

10/26〜10/29 実務訪問賓客
生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/27）
10/27	 菅総理大臣と会談
10/29	 天皇皇后両陛下と御会見

カメルーン 来 カヴァイェ・イェギエ
国民議会議長

4/14〜4/17 衆議院議長招待
4/16	 衛藤衆議院副議長と会談

ケニア 往 皇太子殿下 3/10〜3/13 3/11	 キバキ大統領と御接見
来 オディンガ首相 2/16〜2/20 実務訪問賓客

2/19	 鳩山総理大臣と会談
2/19	 岡田外務大臣による表敬

ジブチ 来 ゲレ大統領 12/19〜12/22 実務訪問賓客
12/20	 菅総理大臣と会談
12/22	 天皇陛下と御会見

来 ユスフ外務・国際協力
相

12/19〜12/22 ゲレ大統領に同行
12/20	 前原外務大臣と会談

スーダン 往 西村外務大臣政務官 7/19〜7/21 7/20	 ハサン外務担当国務相と会談
タンザニア 来 ピンダ首相 3/24〜3/27 実務訪問賓客

3/26	 鳩山総理大臣と会談
3/26	 岡田外務大臣による表敬

往 岡田外務大臣 5/1〜5/4 第2回TICAD閣僚級フォローアップ会合出席（5/2）
5/1	 メンベ外相と会談
5/2	 ムウェンチャAU副委員長と会談
5/2	 	ムシキワボ・ルワンダ外務・協力相と会談
5/2	 	ンサンゼ・ブルンジ外務・国際協力相と会談
5/2	 	スケレマニ・ボツワナ外務・国際協力相と会談
5/2	 ヨダ・ブルキナファソ外相と会談
5/2	 ブリト・カーボヴェルデ外相と会談
5/2	 エサオ・トーゴ外務・地域統合相と会談
5/2	 シライ・ジブチ国際協力担当相と会談

ナミビア 往 藤村外務副大臣 9/1〜9/3 南部アフリカ貿易・投資促進官民合同ミッション
9/2	 アングラ首相と会談
9/3	 	アルウィーンド国家計画委員会委員長と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
ベナン 来 エウズ外務・アフリカ

統合・仏語圏・在外ベ
ナン人相

10/7〜10/11 外務省賓客
10/7	 前原外務大臣と会談

ボツワナ 来 カーマ大統領 10/17〜10/20 実務訪問賓客
10/18	 天皇陛下と御会見
10/18	 菅総理大臣と会談

マリ 来 ウアンヌ外相 12/16〜12/17 開発のための革新的資金調達に関するリーディング・グ
ループ（LG）第8回総会出席（12/16〜12/17）

南アフリカ 往 岡田外務大臣 4/29〜5/1 第10回日南アパートナーシップフォーラム（4/29〜30）
4/30	 	ヌコアナ＝マシャバネ国際関係・協力相と会談
4/30	 ズマ大統領に表敬

往 高円宮妃殿下 6/21〜25 2010FIFAワールド・カップ御観戦
6/25	 モトランテ副大統領と御接見

往 藤村外務副大臣 8 / 2 8〜29、	
8/31〜9/1

南部アフリカ貿易・投資促進官民合同ミッション
9/1	 	ファン・デル・メルヴェ副国際関係・協力相

と会談

（8）国際機関
アジア開発銀行

（ADB）
来 黒田総裁 1/16〜1/19 第4回FEALAC外相会合出席（1/16〜1/17）

1/16	 岡田外務大臣に表敬
来 黒田総裁 8/6〜8/8 APEC成長戦略ハイレベル会合出席（8/7〜8/8）
来 黒田総裁 8/13〜8/22 8/20	 菅総理大臣に表敬
来 黒田総裁 11/5〜11/8 APEC財務大臣会合出席（11/5〜11/6）
来 黒田総裁 11/11〜11/14 APEC・CEOサミット出席（11/12〜11/13）

アフリカ開発銀
行（AfDB）

来 カベルカ総裁 4/2〜4/7 4/6	 西村外務大臣政務官と会談

ア フ リ カ 連 合
（AU）

来 ピン委員長 8/1〜8/3 外務省賓客
8/2	 菅総理大臣に表敬
8/2	 岡田外務大臣と会談

イーター（ITER）
機構

来 本島機構長 8/6〜8/17 8/16	 菅総理大臣に表敬

移動性野生動物
種 保 全 条 約

（CMS）

来 ムレマ事務局長 10/28 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/28）

欧州連合（EU） 来 ファン＝ロンパイ欧州
理事会議長

4/26〜4/29 第19回日・EU定期首脳協議出席（4/28）
4/28	 天皇皇后両陛下に謁見

来 バローゾ欧州委員会委
員長

4/28〜4/29 第19回日・EU定期首脳協議出席（4/28）
4/28	 天皇皇后両陛下に謁見

来 アシュトン外務・安全
保障政策上級代表

4/28〜4/29 第19回日・EU定期首脳協議出席（4/28）
4/28	 岡田外務大臣と会談

来 デ・グフト貿易担当欧
州委員

4/27〜4/29 第19回日・EU定期首脳協議出席（4/28）
4/28	 岡田外務大臣と会談

化学兵器禁止機
関（OPCW）

来 ウズムジュ事務局長 12/15〜12/19 外務省賓客
12/17	 前原外務大臣と会談

気候変動枠組条
約（UNFCCC）

来 フィゲレス事務局長 10/28 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/28）

国 際 移 住 機 関
（IOM）

来 スウィング事務局長 2/17〜2/21 外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ
（外務省・神奈川県・IOM共催）出席（2/20）

国際エネルギー
機関（IEA）

来 田中事務局長 6/17〜6/21 APECエネルギー大臣会合出席（6/19）
6/21	 岡田外務大臣に表敬

来 田中事務局長 6/27〜6/30 6/29	 菅総理大臣に表敬
来 田中事務局長 10/2〜10/6 10/4	 前原外務大臣に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
国際原子力機関

（IAEA）
来 天野事務局長 4/20〜4/24 第43回原産年次大会出席（4/21）

4/22	 岡田外務大臣に表敬
4/23	 鳩山総理大臣に表敬

来 天野事務局長 8/5〜8/15 広島平和記念式典出席（8/6）
長崎平和祈念式典出席（8/9）
8/10	 菅総理大臣に表敬
8/12	 岡田外務大臣に表敬

来 天野事務局長 12/15〜12/20 12/16	 菅総理大臣に表敬
12/17	 前原外務大臣に表敬

国際再生可能エ
ネ ル ギ ー 機 関

（IRENA）

来 ペロス暫定事務局長 2/17〜2/23 外務省高級実務者招へい
2/18	 武正外務副大臣と会談
2/18	 福山外務副大臣と会談

国際自然保護連
合（IUCN）

来 マートン＝ルフェーブ
ル事務局長

10/28 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/28）

国際民間航空機
関（ICAO）

来 ベンジャミン事務局長 3/12〜3/14 航空保安に関するアジア太平洋地域大臣会合出席
（3/13）

国連 来 潘基文事務総長 8/3〜8/7 外務省賓客
広島平和記念式典出席（8/6）
8/3	 岡田外務大臣と会談
8/4	 横路衆議院議長と会談
8/4	 西岡参議院議長と会談
8/4	 菅総理大臣と会談

来 ハク東ティモール担当
国連事務総長特別代表
兼国連東ティモール統
合ミッション代表

10/3〜10/6 10/5	 前原外務大臣に表敬

来 ダイス第65回国連総
会議長

10/26〜10/30 外務省賓客
生物多様性条約第10回締約国会議COP10ハイレベル・
セグメント開会式出席（10/27）
10/27	 菅総理大臣に表敬
10/27	 前原外務大臣と会談
10/29	 横路衆議院議長に表敬
10/29	 西岡参議院議長に表敬

国連エイズ合同
計画（UNAIDS）

来 シディベ事務局長 9/2〜9/4 世界基金エイズ写真展出席（9/3）

国 連 開 発 計 画
（UNDP）

来 クラーク総裁 11/29〜12/1 11/29	 菅総理大臣に表敬
11/29	 前原外務大臣に表敬
12/1	 西岡参議院議長に表敬

国 連 環 境 計 画
（UNEP）

来 シュタイナー事務局長 10/18 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）開会式
出席（10/18）

来 シュタイナー事務局長 10/27 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/27）

国 連 教 育 科 学 
文化機関（ユネ
スコ）

来 ボコバ事務局長 11/24〜11/27 外務省賓客
国連大学等共催シンポジウム出席（11/26）	
11/25	 皇太子同妃両殿下と御接見
11/25	 前原外務大臣と会談

国連砂漠化対処
条約（UNCCD）

来 ニャカジャ事務局長 10/28 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/28）

国 連 児 童 基 金
（ユニセフ）

来 レーク事務局長 5/11〜5/13 5/12	 鳩山総理大臣に表敬
5/12	 岡田外務大臣に表敬
5/12	 皇太子殿下同妃殿下と御接見

国連食糧農業機
関（FAO）

来 ジャック・ディウフ事
務局長

4/21〜4/24 4/23	 鳩山総理大臣に表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期間 往来目的・主要日程
国連人権高等弁
務 官 事 務 所

（OHCHR）

来 ピレー国連人権高等弁
務官

5/12〜5/15 5/13	 岡田外務大臣と会談
5/13	 鳩山総理大臣に表敬

国連森林フォー
ラム（UNFF）

来 マッカルパイン事務局
長

10/28 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/28）

国連世界食糧計
画（WFP）

来 シーラン事務局長 10/25〜10/26 10/25	 前原外務大臣に表敬

国連難民高等弁
務 官 事 務 所

（UNHCR）

来 グテーレス国連難民高
等弁務官

11/17〜11/19 11/17	 前原外務大臣に表敬

国連パレスチナ
難民救済事業機
関（UNRWA）

来 グランディ事務局長 6/29〜7/5 7/1	 武正外務副大臣に表敬

生物多様性条約
（CBD）

来 ジョグラフ事務局長 10/18〜10/29 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）開会式
出席（10/18）
生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/27）

世界エイズ・結
核・マラリア対
策基金（世界基
金）

来 カザチュキン事務局長 2/25〜2/27 2/26	 福山外務副大臣に表敬

来 カザチュキン事務局長 9/3〜9/4 世界基金エイズ写真展出席（9/3）

世界銀行 来 ゼーリック総裁 10/27〜10/29 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/27〜10/28）

来 ゼーリック総裁 11/12〜11/13 第18回APEC首脳会議出席（11/13）
世界知的所有権
機関（WIPO）

来 ガリ事務局長 2/28〜3/5 WIPOハイレベルフォーラム出席（3/1）
APEC関連会合出席（3/4）

世 界 貿 易 機 関
（WTO）

来 ラミー事務局長 6/4〜6/6 APEC貿易担当大臣会合出席（6/5）
6/5	 岡田外務大臣と会談

来 ラミー事務局長 11/9〜11/11 APEC閣僚会議出席（11/10）
11/10	 前原外務大臣と会談

世 界 保 健 機 関
（WHO）

来 チャン事務局長 11/16〜11/20 「都市化と健康を考える」グローバルフォーラム（WHO
神戸センター主催）出席（11/17）
11/17	 菅総理大臣に表敬

地球観測に関す
る 政 府 間 会 合

（GEO）

来 アシャシェ事務局長 10/29 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/28）

地球規模生物多
様 性 情 報 機 構

（GBIF）

来 キング事務局長 10/29 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/28）

東南アジア諸国
連合（ASEAN）

来 スリン事務総長 4/1〜4/3 「グローバリゼーションと新たな国際援助のあり方」
（JICA・世界銀行共催）出席（4/2）

来 スリン事務総長 5/20〜5/21 第16回国際交流会議「アジアの未来」（日本経済新聞社
主催）出席（5/20〜5/21）

来 スリン事務総長 10/20〜5/22 外務省賓客
10/20	菅総理大臣に表敬
10/20	前原外務大臣と会談

来 スリン事務総長 11/26 第8回国際文化フォーラム出席（11/26）
米 州 開 発 銀 行

（IDB）
来 モレノ総裁 11/11〜11/13 APEC・CEOサミット出席（11/12）

ラムサール条約
（RAMSAR）

来 ティエガ条約事務局長 10/28 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/28）

ワシントン条約
（CITES）

来 スキャンロン事務局長 10/28 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）ハイレ
ベル・セグメント出席（10/28）
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