
要人往来
（2020年1月1日-12月31日）

〈記載対象と留意点〉
1．�対象期間は2020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、衆参両議院議長、閣僚、外務副大臣、外務大臣政務官、総理特使、特派
大使による外国訪問を記載

3．�各国・機関の要人の来訪は、原則として各国の国家元首、王族、首相、国会議長、外相/外相より上位の閣僚又は国際機関
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などがあったもの、又は
（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 来 ジャイシャンカル外相 10/6-10/7 10/6� 菅総理大臣を表敬

10/6� 第2回日米豪印外相会合出席
10/7� 茂木外務大臣と会談

インドネシア 往 茂木外務大臣 1/10 ジョコ大統領を表敬
ルトノ外相と会談
ルフット海洋・投資担当調整相と会談
リムASEAN事務総長と会談
対ASEAN政策に関する外務大臣スピーチ実施

往 中山外務大臣政務官 1/15 2002年爆弾テロ事件慰霊碑献花
往 菅総理大臣 10/20-10/21 10/20� ジョコ大統領と会談

10/21� �ギナンジャール・インドネシア日本友好協会顧
問、ゴーベル国会副議長ほか元日本留学生と意
見交換

オーストラリア 往 梶山経済産業大臣 1/9-1/11 1/10� 第2回日豪経済閣僚対話出席
1/10� キャナバン資源・北部豪州相と会談
1/10� パラス・ビクトリア州財務相と会談
1/10� モナシュ大学技術研究所視察

往 中山外務大臣政務官 2/21-2/25 2/22� �ニューサウスウェールズ州政府の西シドニー開
発関係者と意見交換

2/24� ジャージー・クイーンズランド州総督と会談
2/24� �トラッド・クイーンズランド州副首相兼財務相

と会談
2/24� �マクファーレン・クイーンズランド州資源評議

会会長と会談
来 ペイン外相 10/5-10/7 10/6� 菅総理大臣を表敬

10/6� 第2回日米豪印外相会合出席
10/7� 茂木外務大臣と会談

来 モリソン首相 11/17-11/18 11/17� 菅総理大臣と会談
韓国 来 朴

パ ク チ ウ ォ ン

智元国家情報院長 11/8-11/11 11/10� 菅総理大臣を表敬
カンボジア 往 茂木外務大臣 8/21-8/22 8/22� フン・セン首相を表敬

8/22� �プラック・ソコン副首相兼外務国際協力相と会談
シンガポール 往 萩生田文部科学大臣 1/8-1/9 1/9� オン教育相と会談

往 茂木外務大臣 8/12-8/14 8/13� ビビアン・バラクリシュナン外相と会談
8/13� リー・シェンロン首相を表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 河野内閣府特命担当大臣 12/27-12/30 12/28� ヘン・スイキャット副首相と会談

12/28� �チャン・チュンシン貿易産業相兼公共サービス
担当相と会談

12/29� オン・イーカン運輸相と会談
12/29� �ビビアン・バラクリシュナン外相兼スマートネ

イション構想担当相と会談
タイ 往 茂木外務大臣 1/7-1/8 1/7� ドーン外相と会談

1/7� プラユット首相を表敬
来 ソムキット副首相 2/16-2/19 2/18� 茂木外務大臣と会談

中国 往 西村内閣府特命担当大臣 1/7-1/11 1/8� 何
か り つ ほ う

立峰国家発展改革委員会主任と会談
1/9� 陳

ち ん び ん じ

敏爾重慶市書記と会談
1/9� 現地企業視察・関係者と意見交換

往 萩生田文部科学大臣 1/9-1/11 1/10� 陳
ちんほうしょう

宝生教育部長と会談
1/10� 兪

ユ ウ ン ヘ

銀恵韓国社会副総理兼教育部長官と会談
1/10� 第3回日中韓教育大臣会合出席

来 楊
よ う け つ ち

潔篪中国共産党中央政治
局委員

2/28-2/29 2/28� 茂木外務大臣と会談
2/28� 安倍総理大臣を表敬

来 王
お う き

毅国務委員兼外交部長 11/24-11/25 11/24� 茂木外務大臣と会談
11/25� 菅総理大臣を表敬

ネパール 往 中山外務大臣政務官 1/16-1/17 1/17� バンダリ大統領を表敬
1/17� オリ首相を表敬
1/17� ギャワリ外相を表敬
1/17� バッタライ文化・観光・民間航空相を表敬

パプアニューギ
ニア

往 茂木外務大臣 8/20-8/21 8/21� マラペ首相を表敬

東ティモール 往 中山外務大臣政務官 1/14-1/15 1/14� ルアク首相を表敬
1/14� バボ外務・協力相を表敬
1/14� �対東ティモール支援20周年記念レセプション

出席
1/15� ル・オロ大統領を表敬

フィジー 往 中山外務大臣政務官 2/25-2/28 2/26� ワンガイナンベテ保健相と会談
2/26� ナイラティカウ議会議長と会談
2/26� バイニマラマ首相を表敬
2/26� セルイラトゥ外相と会談
2/27� 経済セミナー出席（官民合同経済ミッション）
2/27� クマール産業・貿易・観光相と会談
2/28� ナンディ川（洪水対策事業）視察

フィリピン 往 竹本内閣府特命担当大臣 1/7-1/10 1/7� ツガデ運輸相と会談
1/8� デラペーニャ科学技術担当相と会談
1/9� ホナサン情報通信相と会談
1/10� ロペス貿易産業相と会談

往 茂木外務大臣 1/8-1/9 1/9� ドミンゲス財務相と会談
1/9� ロクシン外相と会談
1/9� ドゥテルテ大統領を表敬

ベトナム 往 茂木外務大臣 1/5-1/7 1/6� フック首相を表敬
1/6� ミン副首相兼外相と会談
1/6� アイン商工相と会談

往 高市総務大臣 1/8-1/10 1/8� チン共産党中央組織委員長と会談
1/9� フン情報通信相と会談
1/9� �「情報通信分野における協力覚書」及び「郵便

分野における協力覚書」改定署名式出席
1/9� フック首相を表敬

往 中山外務大臣政務官 2/9-2/11 2/10� �国連三角パートナーシップ・プロジェクト
（TPP）訓練開講式出席

2/10� タン・ホーチミン国家政治学院院長と会談
2/11� チュン外務次官と会談

328 DIPLOMATIC BLUEBOOK 2021

要人往来



国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 菅総理大臣 10/18-10/20 10/19� フック首相と会談

10/19� チョン共産党書記長兼国家主席と会談
10/19� ガン国会議長と会談
10/19� チン越日友好議連会長と会談

マレーシア 往 茂木外務大臣 8/14-8/15 8/14� ヒシャムディン外相と会談
8/14� アズミン・アリ上級相兼国際貿易産業相と会談

ミャンマー 往 茂木外務大臣 8/24-8/25 8/24� �アウン・サン・スー・チー国家最高顧問兼外相
を表敬

8/24� ミン・アウン・フライン国軍司令官と会談
モンゴル 往 茂木外務大臣 10/9-10/10 10/9� フレルスフ首相を表敬

10/9� エンフタイワン外相と会談
10/10� バトトルガ大統領を表敬

ラオス 往 茂木外務大臣 8/23-8/24 8/23� サルムサイ外相と会談
8/23� トンルン首相を表敬

（2）北米
米国 往 尾身外務大臣政務官 1/5-1/11 1/6� ナテラ・ラスパウ事務局長ほかと会談

1/7� ムランボ・ヌクカ国連女性機関事務局長と会談
1/7� 劉

りゅうしんみん

振民国連事務次長・経済社会局長と会談
1/7� 中満国連事務次長・軍縮担当上級代表と会談
1/8� �シュレイファー米国ユダヤ人委員会会長ほかと

会談
1/9� チャオ運輸長官と会談
1/9� ローレンス下院議員と会談
1/9� シュライアー下院議員と会談
1/9� ライス下院議員と会談
1/9� フィンケナウアー下院議員と会談
1/10� ジャパン・ハウス　ロサンゼルス視察

往 加藤厚生労働大臣 1/9-1/11 1/9� 国防省捕虜・行方不明者調査局（DPAA）訪問
1/10� 国立太平洋記念墓地訪問
1/10� マキキ日本人墓地訪問

往 河野防衛大臣 1/12-1/15 1/13� 太平洋ミサイル試験場視察
1/13� �インド太平洋軍司令部訪問及びデービッドソ

ン・インド太平洋軍司令官と意見交換
1/14� 戦略国際問題研究所（CSIS）での講演
1/14� エスパー国防長官と会談
1/15� 有識者と意見交換

往 茂木外務大臣 1/13-1/14 1/14� 日米韓外相会合出席
1/14� ポンペオ国務長官と会談
1/14� 康

カンギョンファ

京和韓国外交部長官と会談
往 梶山経済産業大臣 1/13-1/14 1/13� ブルイエット・エネルギー長官と会談

1/13� クドロー国家経済会議委員長と会談
1/13� ライトハイザー通商代表と会談
1/13� ホーガン欧州委員（貿易担当）と会談
1/14� 第7回三極貿易大臣会合出席

往 鈴木外務副大臣 2/2-2/7 2/2� ダラス外交問題委員会関係者と意見交換
2/3� カプラン・ダラス連邦準備銀行総裁と意見交換
2/4� ケンプ・ジョージア州知事と会談
2/4� �トゥカーチ・アトランタ連邦準備銀行副総裁と

意見交換
2/5� リー・テネシー州知事と会談
2/6� ノーザム・バージニア州知事と会談
2/6� �バーキン・リッチモンド連邦準備銀行総裁と意

見交換
2/7� �全米知事会総会参加の5州の州知事とそれぞれ

個別に会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 中山外務大臣政務官 3/8-3/11 3/9� �ポラード国連事務次長（管理戦略・政策・コン

プライアンス局長）と会談
3/9� 米国在郷軍人会議員レセプション出席
3/10� ナッパー国務次官補代理と会談
3/10� バッド下院議員と会談
3/10� ラウダーミルク下院議員と会談
3/10� フォスター下院議員と会談
3/10� �グッドマン戦略国際問題研究所（CSIS）上級

副所長ほかと意見交換
往 河野防衛大臣 8/29 エスパー国防長官と会談

アンダーセン空軍基地視察
来 ポンペオ国務長官 10/5-10/6 10/6� 第2回日米豪印外相会合出席

10/6� 菅総理大臣を表敬
10/6� 茂木外務大臣と会談

（3）中南米
ウルグアイ 往 河村特派大使 3/1-3/2 3/1� ラカジェ・ポウ大統領就任式出席

3/2� ラカジェ・ポウ大統領を表敬
グアテマラ 往 山口特派大使 1/12-1/15 1/13� モラレス前大統領を表敬

1/14� ジャマテイ大統領就任式出席
1/14� ジャマテイ大統領を表敬

ニカラグア 往 鈴木外務副大臣 1/15-1/16 1/15� オルテガ大統領及びムリージョ副大統領を表敬
1/15� モンカダ外相と会談
1/15� ニカラグア日本友好議員連盟と意見交換
1/16� 企業関係者と意見交換

ブラジル 往 山東参議院議長 1/9-1/15 1/10� ブランデーリ外相代行と会談
1/10� 上院議員団と会談

往 鈴木外務副大臣 2/14-2/15 2/14� �第24回米州日系国際スポーツ親善大会（コン
フラ）開会式出席

2/14� アラウージョ外相と会談
2/14� �バーホス連邦上院議員及びカタギリ連邦下院議

員と意見交換
2/15� ジャパン・ハウス　サンパウロ訪問

ベリーズ 往 鈴木外務副大臣 1/16-1/17 1/16� エルリントン内務・外務相と会談
1/17� ヤング総督を表敬
1/17� 青年海外協力隊員と意見交換

ホンジュラス 往 鈴木外務副大臣 1/14-1/15 1/15� アルバラド副大統領を表敬
1/15� ロサレス外務・国際協力相と会談

（4）欧州
英国 来 ラーブ外務・英連邦相 2/8-2/9 2/8� 茂木外務大臣と会談

往 茂木外務大臣 8/5-8/7 8/5� ラーブ外務・英連邦相と会談
8/6-7� トラス国際貿易相と会談

来 トラス国際貿易相 10/22-10/24 10/23� 日英包括的経済連携協定署名式出席
10/23� 茂木外務大臣と会談

エストニア 来 ラタス首相 2/10-2/14 実務訪問賓客
2/10� �安倍総理大臣と会談、安倍総理大臣主催晩餐会

出席
2/10� 秋篠宮皇嗣殿下が御引見

オーストリア 往 若宮外務副大臣 2/9-2/11 2/10� �核セキュリティに関する国際原子力機関（IAEA）
国際会議出席

2/10� グロッシーIAEA事務局長と会談
2/11� ブルイエット米国エネルギー長官と会談

スイス 往 橋本東京オリンピック競技
大会・東京パラリンピック
競技大会担当大臣

1/9-1/11 1/9� �第3回ユースオリンピック冬季競技大会開会式
出席

1/11� �バッハ国際オリンピック委員会（IOC）会長と
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
往 若宮外務副大臣 1/21-1/24 1/22� �世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボ

ス会議）出席
1/23� WEF主催G20フォローアップ会合出席
1/23� �世界貿易機関（WTO）投資円滑化有志国閣僚

会合出席
1/23� カナダ政府主催WTO少数国閣僚会合出席
1/23� ブレマー・ユーラシア・グループ代表と会談
1/23� �アブドッラー・サウジアラビア商業投資相と会談
1/24� WTO電子商取引有志国閣僚会合出席
1/24� スイス政府主催WTO非公式閣僚会合出席
1/24� アゼベドWTO事務局長と会談

往 尾身外務大臣政務官 2/23-2/26 2/24� ダマレス・ブラジル女性・家族・人権相と会談
2/24� �ヴィトリーノ国際移住機関（IOM）事務局長

と会談
2/24� �マウラー赤十字国際委員会（ICRC）総裁と会談
2/24� アル・ハーテル・カタール外相補佐官と会談
2/24� �ジェルノフスキ・北マケドニア外務副大臣と会談
2/25� �チョウ・ティン・スエ・ミャンマー国家最高顧

問府相と会談
2/25� 水鳥国連事務総長特別代表（防災担当）と会談
2/25� ジュネーブ軍縮会議（CD）公式本会議出席
2/25� 対人地雷禁止条約第5回プレッシング会合出席
2/25� �第43回人権理事会ハイレベル・セグメント出席
2/25� テドロスWHO事務局長と会談
2/26� �ジャノッティ欧州合同原子核研究機関（CERN）

所長と会談
2/26� バチェレ国連人権高等弁務官と会談
2/26� ブロロ・グアテマラ外相と会談

スウェーデン 往 武田国家公安委員会委員長
兼国家公務員制度担当大臣

1/9-1/11 1/10� シェカラビ社会保障相と会談
1/10� リンドハーゲン男女平等・差別問題対策相と会談

ドイツ 往 江藤農林水産大臣 1/16-1/18 1/17� バステラ・アルゼンチン農牧漁業相と会談
1/17� �ヴェイチェホフスキ欧州委員（農業・農村開発

担当）と会談
1/17� �キリアキデス欧州委員（保健衛生・食品安全担

当）と会談
1/17� �アフリカ豚熱（ASF）に関するハイレベル国際

会議出席
1/18� クレックナー食料・農業相と会談
1/18� シャフルル・インドネシア農業相と会談
1/18� 第12回ベルリン農業大臣会合出席

往 茂木外務大臣 2/14-2/15 2/15� 日米韓外相会合出席
2/15� 第56回ミュンヘン安全保障会議出席
2/15� 康

カンギョンファ

京和韓国外交部長官と会談
2/15� ザリーフ・イラン外相と会談
2/15� 王

お う き

毅中国国務委員兼外交部長と会談
2/15� ラヴロフ・ロシア外相と会談

往 河野防衛大臣 2/15 第56回ミュンヘン安全保障会議出席
ザホロドニューク・ウクライナ国防相と会談
サージャン・カナダ国防相と会談
パルリ・フランス軍事相と会談
クランプ＝カレンバウアー国防相と会談
ボレルEU上級代表と会談
ストルテンベルグNATO事務総長と会談

フランス 往 橋本東京オリンピック競技
大会・東京パラリンピック
競技大会担当大臣

1/7-1/9 1/8� マラシネアヌ・スポーツ相と会談
1/9� �カステックス2024パリ・オリンピック・パラ

リンピック競技大会担当関係省庁代表と会談
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
往 武田国家公安委員会委員長
兼国家公務員制度担当大臣

1/8-1/9 1/8� �ストック国際刑事警察機構（ICPO）事務総長
と会談

1/9� カスタネール内務相と会談
1/9� �デュソプト公共政策・公会計大臣付担当長官と

会談
往 衛藤内閣府特命担当大臣 1/12/-1/15 1/14� �グリア経済協力開発機構（OECD）事務総長と

会談
1/15� デュボス連帯・保健相付担当長官と会談

往 茂木外務大臣 9/30-10/2 10/1� ル・ドリアン外相と会談
10/1� アズレー・ユネスコ事務局長と会談
10/1� オモマ・ケニア外務長官と会談
10/1� マース・ドイツ外相とテレビ会談

ポーランド 来 モラヴィエツキ首相 1/20-1/22 実務訪問賓客
1/21� �安倍総理大臣と会談、安倍総理大臣主催晩餐会

出席
1/21� 秋篠宮皇嗣同妃両殿下が御引見

来 グロツキ上院議長 2/18-2/23 2/19� 山東参議院議長と会談
2/19� 大島衆議院議長と会談
2/20� 安倍総理大臣と会談

ポルトガル 往 茂木外務大臣 9/30 レベロ・デ・ソウザ大統領を表敬
サントス・シルヴァ外相と会談

（5）ロシア、中央アジアとコーカサス
ウズベキスタン 来 ウムルザーコフ副首相兼投

資・対外貿易相
12/14-12/15 12/15� 茂木外務大臣と会談

（6）中東と北アフリカ
アラブ首長国連
邦

往 山東参議院議長 1/8-1/9 1/8� ジャーベル国務相と会談
往 若宮外務副大臣 1/11-1/13 1/11-12　�国際再生可能エネルギー機関（IRENA）第

10回総会出席
1/11� �アリフィン・インドネシア・エネルギー・鉱物

資源相と会談
1/12� ラ・カメラIRENA事務局長と会談
1/12� ボワルディ国防担当国務相と会談

往 安倍総理大臣 1/13-1/14 1/13� ムハンマド・アブダビ皇太子殿下と会談
オマーン 往 安倍総理大臣 1/14 カブース前国王の崩御を受けたハイサム国王への弔問

アスアド国際関係・協力担当副首相兼国王特別代理と会談
ファハド閣僚評議会担当副首相と会談

クウェート 往 茂木外務大臣（特派大使） 10/3-10/4 10/3� アフマド外相と会談
10/4� �サバーハ・クウェート前首長の薨

こ う

去
き ょ

を受けた
ナッワーフ新首長への弔問

サウジアラビア 往 安倍総理大臣 1/11-1/13 1/12� サルマン国王陛下と会談
1/12� ムハンマド皇太子殿下と会談

往 麻生副総理兼財務大臣 2/22-2/23 2/22-23　G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席
2/22� グアルティエリ・イタリア経済財政相と会談
2/22� �ジェンティローニ欧州委員（経済財政担当）と

会談
2/23� ムニューシン米国財務長官と会談
2/23� カーニー英国中央銀行総裁と会談

往 茂木外務大臣 10/2-10/3 10/3� ファイサル外相と会談
10/3� アブドルアジーズ・エネルギー相と会談

チュニジア 往 茂木外務大臣 12/8-12/9 12/9� �ナフティ外務・移民・在外チュニジア人相付国
務長官と会談

12/9� ムシーシー首相を表敬
12/9� サイード大統領を表敬
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国・地域名 往/来 要人名 期　間 往　来　目　的　・　主　要　日　程
モロッコ 往 鈴木外務副大臣 1/7-1/9 1/8� 第5回日・モロッコ合同委員会出席

1/8� エル・アラミ産業相と会談
1/8� �アハヌッシュ農業・海洋漁業・地方開発・水資

源・森林相と会談
往 中谷外務大臣政務官 2/16-2/19 2/17� エル・オトマニ首相を表敬

2/17� エル・アラミ産業相と会談
2/17� �ジャズリ外務・アフリカ協力・在外モロッコ人

相付在外モロッコ人担当特命相と会談
2/17� モロッコ投資促進庁主催投資セミナー出席

（7）アフリカ
セネガル 往 中谷外務大臣政務官 2/19-2/21 2/20� サル大統領を表敬

2/20� バ外務・在外自国民相と会談
2/20� �日・セネガル投資促進経済委員会第1回会合及

び投資・大規模工事促進公社（APIX）主催投
資セミナー出席

2/20� ホットゥ経済・計画・協力相と会談
南アフリカ 往 茂木外務大臣 12/11-12/12 12/12� パンドール国際関係・協力相と会談

12/12� ラマポーザ大統領と電話会談
モザンビーク 往 三原総理特使 1/14-1/16 1/15� ニュシ大統領就任式出席

1/16� ニュシ大統領を表敬
往 茂木外務大臣 12/10-12/11 12/10� ニュシ大統領を表敬

12/11� マカモ外務協力相と会談
モーリシャス 往 茂木外務大臣 12/12-12/13 12/13� ジャグナット首相を表敬

12/13� ボダ外務・地域統合・国際貿易相と会談
12/13� �モーリシャス島南東部における油流出被害状況

視察

（8）国際機関
国際オリンピッ
ク委員会（IOC）

来 バッハ会長 11/15-11/18 11/16� 菅総理大臣を表敬

国際原子力機関
（IAEA）

来 グロッシー事務局長 2/25-2/28 外務省賓客（外務省賓客としての滞在期間は2/25-
2/27）
2/25� 茂木外務大臣と会談
2/25� 安倍総理大臣を表敬
2/26� 東京電力福島第一原子力発電所視察

国際再生可能エ
ネルギー機関
（IRENA）

来 ラ・カメラ事務局長 3/3-3/4 3/4� 若宮外務副大臣と会談

国際熱核融合実
験炉機構（ITER）

来 ビゴ機構長 1/30-1/31 1/31� 尾身外務大臣政務官と会談

国連軍縮研究所
（UNIDIR）

来 ドゥワン所長 3/4-3/6 3/6� �核軍縮の実質的な進展のための1.5トラック会
合出席

日中韓協力事務
局（TCS）

来 道上事務局長 1/15-17 1/16� 若宮外務副大臣を表敬
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